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何かを問う際には、はからずも二項対立の図式が

たい」（設計）のか、そうした研究の成果は「正解

取られることが多い。例示するなら、ボランティア

を示す」
（法則）のか「最適解を示す」
（物語）のか、

に対しては有償か、無償か、といった具合である。

これらの組み合わせであることがわかる。

こうして白黒をつけたがる人たちは、そうでない、

転じて、冒頭に記した学術研究における二項対立

という状況を否定しようとする。そこには、こうあ

は、こうした研究様式の違いに対して、自らの正当

るべき、とする主張が見え隠れしていると言えよう。

性と正統性を主張することに起因していると捉え

渥美（2003, 2009）は、学術研究の指向性と成果

られるのではないだろうか。そうであれば、学術研

の位置づけを 4 つの枠組みに類型化した。これは吉

究の世界（学界）内における流儀や流派（学会）間

田（1999）が、これまでの「記述と予測」に基づく

の反駁である。仮にその構図として捉えられるとす

科学を「プログラム科学」と称した上で、21 世紀

るなら、それぞれの指向性と成果の種別の違いでし

には「対象のありたい姿やあるべき姿を設計・説

かないにもかかわらず、そこに優位・劣位の序列を

明・評価」する科学が必要となると指摘し、「設計

付けようしていることが問題であるということだ。

科学（designing science）」なる概念を提示した議論

とはいえ、どのような指向であれ、成果の特性であ

を援用したものだ。渥美（2009）では、学問の指向

れ、何かを明らかにしようとする試みは、人類の営

性から「認識科学」と「設計科学」に、そして成果

みとして尊いものであるはずだ。

の位置づけから「法則科学」と「物語科学」に、そ

そこで本稿では、グローバルとローカルの複眼的

れぞれを併置することによって、既存の学問の有り

思考と掲げ、ボランティア学研究における二項対立

様がまとめられている。これらをもとにすれば、学

から二項並立へと導く補助線を求めてみることと

問とは社会を「わかりたい」（認識）のか「つくり

したい。そこには、ボランティア学研究における理
論と実践の二元論に新たな地平が拓かれて欲しい
という願いが込められている。とりわけボランティ
ア学は、「私たち一人ひとりの実践が生み出した新
しい学問」（内海 2001）であるためだ。それゆえ、
現代社会の広範な問題の解決に取り組む上では、現
場における実践的研究（フィールドワーク）が重視
される場合に「書斎科学」
（例えば、川喜田 2010）
とも揶揄されるものの、人々の体験から経験知を抽
出するための思考的実践（デスクワーク）もまた重

図1

科学の分類とその周辺（渥美 2009, P.37.）

要なのである。
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ボランティア学にとどまらず、そもそも現代社会

っているように捉えられる。ここで問題にしたいの

の事象を取り扱う研究領域においてグローバルと

は、そうしたこだわり、換言すれば研究への執着は、

ローカル、この双方の視点が必須であることには論

時に他の研究様式の否定をもたらしていないか、と

をまたない。例えば、地球規模で考え、地域で行動

いうことだ。そしてそれらの否定的な見識が、「あ

するという文脈で用いられる「Think globally, Act

んな仕様もないことに固執して」といった具合に、

locally」のフレーズは余りにも有名だ。このフレー

研究対象や結果への関心さえも遠ざけてはしまっ

ズでは、とりわけ地球環境問題という高度で複雑な

ていないだろうか。

問題に向けて、思考をグローバルに、行動をローカ

繰り返し述べるが、研究の様式には根源的な優位

ルに、と促している。しかし、ローカルな現場への

性はない。逆に言えば、研究の様式で研究の在り方

思考を重ねていくこともあり、さらにはローカルな

に論争が持ち込まれるのは、特定の方法論への固執

行動がやがてグローバルに展開される、あるいはロ

と、そうした固執に伴う人間関係が、結果として研

ーカルな行為の連帯が結果としてグローバルな行

究の水準を左右させているのではないか。だとすれ

動となっていくこともある、そうした論理から

ば、困難な状況に生きる人々に対しては、文字通り、

「Think locally, Act globally」などと対置しても語ら

かやの外の話題である。少なくともボランティア学

れることによって、一層フレーズの意味を重層化さ

研究においては、研究指向のグローバル・ローカル

せているとも考えられる。

を問わず、研究対象へのマクロ・ミクロの複眼的思

このように、このグローバルとローカルという視
野の捉え方に対して、思考と実践という営みを重ね

考により、臨床と理論とを架橋していかねばならな
いだろう。

ることにより、マクロとミクロという対語への置き

本特集には 2 本の論文が所収されている。一つは

換えの可能性が浮上する。無論、学術研究のみなら

2010 年に開催された国際ボランティア学会第 11 回

ず、各方面でマクロとミクロの対置は、珍しいこと

大会「地球環境問題のなかの国際ボランティア」の

ではない。さらに、杉万（1992）のように、そもそ

基調講演をもとにした村井論文である。もう一つは、

も私たちの世界は「ある人間の集合を一つの全体と

グローバリゼーションの中で起こっている外国人

してみたときのマクロな現象と、個々の人間のミク

初等教育における学習権保障というローカルな問

ロな現象の間に繰り広げられる動的相互規定関係」

題を扱った小島論文である。小島論文の概要に記さ

によって形成されていることを強調する議論もあ

れた表現を借りるなら、いずれも「画一的な思考」

る。そして「ミクロ、マクロの両極の間を振り子の

を棄却した「ボランティアの尽力」こそが重要とさ

ように往復」
（杉万 1992）しながら、各種の問いが

れる問題が取り扱われている。

研ぎ究められてきたのだ。
ただし、グローバルとローカル、マクロとミクロ、

第一論文では、アジア太平洋資料センター
（PARC）の設立の数年後の 1970 年代後半から、そ

そのいずれの関係においても、グローバルな視野や

の運動との連関のもので「告発的な研究」を担って

マクロな視点が演繹的な方法であって、ローカルな

きた中で、現在にも続く東南アジアと日本とのあい

視野やミクロな視点が帰納的な方法であるとは言

だの国際市民連帯運動の体験と可能性が論じられ

えないことに注目しておきたい。しかしながら、図

るとともに、資源保全のために現地のコミュニティ

のような整理を参考にすると、法則科学では演繹的

ではどのようなに習俗が根差しているかが示され

手法が、物語科学では帰納的手法が用いられる傾向

ている。上掲のとおりに基調講演の内容をもとにし

が指摘できるため、基礎的な学問ほど演繹的で定式

ているために、通常の本誌の文体とは異なるところ

化（何がどうなのか）にこだわり、応用的な学問ほ

ではあるが、豊富な写真素材とあいまって、論題に

ど帰納的で価値化（何はどうあるべきか）にこだわ

掲げられた「ローカルからグローバルへ」という視
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点について、平明な理解を促す１本となっているの

である。

ではなかろうか。特に文末で紹介されている 2006 年

とかく、ローカルな視野での研究、さらにローカ

の発言「わたしたち（というよりわたし）にできる

ルな研究へのミクロな視点には近視眼的という批

のはせいぜい、情報を聞き取り、書き取り、そして

判も重ねられるのかもしれない。しかし、ローカル

伝えることにおって、さまざま橋渡しと、連帯感・

な営みへのマクロな思考が一定の示唆をもたらす

共生感を少しでも醸成できれば良い」からは、研究

ことを小島論文は明らかとしている。そして、グロ

と実践との相乗効果によって問題解決を導くため

ーバルな視野でのミクロな視点が、結果としてロー

に必要な謙虚さと愚直さを見て取ることができよ

カルな営みへのミクロな実践を時間的かつ空間的

う。そして、1988 年の岩波新書『エビと日本人』

に広げていくことを村井論文は明らかとしている。

から 20 年後の 2007 年に刊行された『エビと日本人

遠視眼的、という表現には聞きなじみはないが、鳥

II』の副題に「暮らしのなかのグローバル化」と付

の目と言われる巨視的な眼差しと、虫の目と言われ

されたこととあわせて、改めて、私たちの日常生活

る微視的な眼差し、その双方を持ったトンボのよう

というローカルな営みへのマクロ・ミクロな眼差し

な複眼的な眼差しにより、思考と実践の深化をもた

が向くことの意味を気づかせてくれるだろう。

らす一助として本特集に関心が向けば、編集委員会

第二論文では、在住外国人の学習権の保障のため
には、「ローカルの外交官」としてボランティアが
活躍できる環境の創造が重要であることを、複数地

としての企図は実りを得るものとなることを付記
しておくこととしよう。
なお、本号では別稿に学会長による本誌の創刊以

域でのフィールドワークから明らかにされている。

来の 10 号の道程に対するレビュー論文が所収され

日本国憲法というナショナルワイドで定められた

ている。その結語にある「ボランティアは動的な課

ローカルな枠組みに基づく行政制度に対して、グロ

題であり、現在の課題である」という指摘にならえ

ーバル化するローカルな生活環境とのあいだで生

ば、ボランティア学研究においては、グローバル・

じる不整合を可視化した精力的な研究だ。東京、神

ローカル、またマクロ・ミクロ、その双方の視野と

奈川、愛知、岐阜、という具合に、研究対象地の都

視点とが積極的かつ意欲的に往復・交錯されること

道府県を挙げれば 4 つであるが、コミュニティにお

によって、よりよい未来が拓かれるだろう。丁度、

ける権利保障の問題には、支援組織・グループと支

高村光太郎の「道程」が「僕の前に道はない、僕の

援対象とされる家族内のあいだで、そうした各々の

後ろに道は出来る」で始まるように、行く道の展望

団体や地域の文化が反映するため、個々の事例から

には、来た道への関心なくしては成り立ちえないの

明らかとなった事柄は、決して同一都道府県内の状

だろう。東日本大震災という、未曾有の出来事を経

況を代表するものではない。ただし、ローカルな視

験した今、あっと言う間に過去のものとされていく

点に立って捉えてみれば、本文の考察の指摘にある

現代の問題に直面し続けるボランティアの動態に

「夜間中学の偏在化」、
「高校入試にかかわる特別措

対し、グローバルとローカルの複眼的思考により研

置や特別入学枠の設置状況」や「日本にある外国人

究が進められ、その成果が本誌にも所収されていく

学校における中等部修了生に対する高校受験資格

ことを期待したい。

の扱い」の差異は、むしろ画一的な施策の導入が、

ちなみに「国際ボランティア学会は、国際的なボ

長年にわたる活動を通じて地域で醸成されてきた

ランティア活動に関する学会なのか、ボランティア

文化を蔑ろにしてしまうとも考えられる。だからこ

に関する国際的な学会なのか」という質問を受ける

そ、当該論文が問題の可視化の一助を担ったボラン

ことがある。この問いに、唯一の答えはないと筆者

ティアと共に立案できる政策形成など、社会制度の

は 捉 え て い る 。 そ れ は 本 学 会 の 英 語 名 「 The

設計に関する研究へと接合することを願うところ

International Society of Volunteer Studies in Japan」か
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ら紐解くことが可能だ。つまり、国際ボランティア

と自画像：野外科学・KJ 法・移動大学．ミネル

学会は、国内活動・国際活動を含めたボランティア

ヴァ書房．

について研究する、国際的に開かれ国際的視点をも

杉万俊夫．1992．ミクロ⇄マクロ・ダイナミックス：

った、日本に組織母体が置かれた学会なのである。

「かや」のイメージに基く構想．実験社会心理

本学会は、実にグローバルとローカルの複眼的思考

学研究 32(2)：101-105．

が根差している学会なのだ。
冒頭に示した吉田（1999）は、研究者が掲げる問

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．

いには「仮説的」
（hypothetical）なものと「仮設的」

内海成治．2001．ボランティア学のすすめ．昭和堂．

（provisional）なものがあると述べている。杉万

吉田民人．1999．21 世紀の科学:大文字の第 2 次科

（2006）は自然科学と人間科学（ここでは自然科学で
はない分野、さしずめ非自然科学と位置づけられる範
囲と表現し、詳細については立ち入らない）を対峙さ
せ、前者が論理実証主義をメタ理論とするパラダイム、
後者が社会構成主義をメタ理論とするパラダイムで
あると、研究スタイルの相違が生まれる前提について
詳述している。これにならえば、ボランティア学研究
における問いは「仮設的」
（provisional）なものとな
るのだろう。なぜなら、研究者のグローバルとロー
カルの複眼的思考と、それらの思考に相まみえる現
場の動きによって、当初に問いを投げかけた状態か
ら現場が変化しているためである。
そもそも、研究者はなぜ研究をするのか。そこに
正解はないだろう。しかし、少なくともボランティ
ア学研究は、現場の語り、つぶやき、叫びなどが丁
寧に扱われるがゆえに、喜び、怒り、悲しみ、楽し
みが織り込まれる宿命にある。改めて、本特集を経
て、量的、質的、そういった研究スタイルを問わず、
研究のスタンスとして、現場に対して複眼的な眼差
しが重ねられることを期待したい。

【引用文献】
渥美公秀．2003．ボランティア研究の展開：物語の
設計科学に向けた議論．ボランティア人間科学

紀要 SYN 3：7-16．
渥美公秀．2009．コミュニティの非日常から日常へ
のダイナミックス．上町台地コミュニティデザ
イン研究会(編)．地域を活かす つながりのデ

ザイン．創元社．34-55．
川喜田喜美子・高山龍三．2010．川喜田二郎の仕事
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学革命．組織科学 32(3)：4-26．

ローカルからグローバルへ

ローカルからグローバルへ
地球環境を守るための私たちの役割とは
From ʻLocalʼ to ʻGlobalʼ
Our Role for Protecting Global Environment
村

井 吉 敬
(早稲田大学)

キーワード：環境、市民連帯運動、NGO、サシ
【概

要】

本稿は国際ボランティア学会第 11 回大会（2010 年 3 月 6 日開催）での基調講演の内容に基づいたものである。
ここでは環境をめぐっての国際市民連帯運動の体験と可能性について具体的に論じた。市民同士の国際的な連
帯・協力運動が成り立つ条件は、①顔見知りの関係がある、②国際（国家の）政治経済上の関係が見える、③相
互に情報や人が行き交う関係がある、などであろうとし、東南アジアと日本のあいだでの環境面での市民連帯運
動を歴史的に概観し、具体的に東インドネシアの資源保全慣行であるサシについて考察した。

はじめに−地域の立場−
こんにちは。ご紹介いただいた村井と申します。

ませんが、地域の事情を知ると、「そんな簡単なこ
とじゃないよ」といいたくなってしまうのです。

国際ボランティア学会には当初から関わってい

例えば、今、地球的な規模の災害が多いといえま

ますが、私はそれほどボランティアをやってきた自

す。ハイチの地震にしろ、チリの地震・津波にしろ、

覚もないし、今回のテーマの地球環境の専門でもあ

国際的な規模の大災害が起きた時も、「それ、援助

りません。私の場合は、研究者集団の分類でいうと、

だ」とすぐに駆けつけます。支援や援助にはそもそ

地域研究に属します。わけのわからない研究で、人

も限界があるのですが、そのことがあまり意識され

よりたくさんインドネシアに関わってきたという、

ていないように思います。

せいぜいそういう立場です。

2004 年 12 月末のスマトラ沖地震で、アチェ（イ

私はもともと経済学の出身で経済学が何をやっ

ンドネシア）で大変な規模の津波が起きました。私

ているかそれなりに知っていますが、経済学者、特

はその 4 か月前に、アチェに行きました。アチェは

に開発経済学者は、いわゆる一般論として地域に関

当時紛争地域（市民非常事態で）、インドネシア政

わり、開発を論じ、政策を立案します。それに対し

府は外国人が入ることを制限し、ほとんど入れなか

て、「それでいいの？」という不満がありました。

ったんですが、それを無理矢理頼んで入りました。

地域研究者というのは、普通の人より地域にたくさ

州都バンダアチェだけしかその時は行けず、バンダ

ん関わり、地域を愛してしまうところがあります。

アチェからもっと内陸部に行きたいと警察に頼ん

ですから、開発論一般で片付かない問題がたくさん

だら、
「パトロールカー1 台と警官 10 人付ける。そ

あることを痛感します。それは文化人類学者も同じ

れでも行きたいなら行け」と言われて、さすがにお

ような立場だと思います。国際ボランティアという

断りしました。

か、支援活動とか援助の活動に対しても、「それで

アチェの津波の時も、国際的な救援が実にたくさ

いいの？」という感情があります。生意気かもしれ

ん駆けつけました。そこで起きたことは、いいこと
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もあればそうでないこともあるわけですが、総括的

というような安易な関係は長続きしません。

に言えることは、救援以上に、援助による地元の破

少し早足に、過去にわたしたちはどういう市民連

壊的な効果のほうが大きかったといえるかもしれ

帯運動をしてきたかを振り返ります。まず、1960

ません。それは精神的、金銭的な意味での破壊です。

年代の国際連帯運動を、特にアジアに関して言うと、

ただ、「津波のおかげで」と言うと語弊があります

アジア・アフリカ連帯運動というのがあったり、日

が、紛争は終わった、ということがあります。イン

韓の市民連帯運動、その後ベトナム反戦運動などが

ドネシア軍による住民への暴行、虐待が、国際的な

日本にありました。1970 年代に入ると、公害をめ

目にさらされ、インドネシア軍（派遣軍）は、もは

ぐる国際運動として、反公害輸出運動というのがあ

やそこに存在しなくなるという副次的な効果が、災

りました。韓国やフィリピンやインドネシアといっ

害によってありました。

たところに日本の企業が進出していって公害をま

私が地域と関わりながら感じることは、その土地

き散らすのはけしからん、それをやめさせようとい

の事情を本気で考え、あるいは土地の人との対話な

うものです。もっと広い文脈でいうと、多国籍企業

しに、援助も救援も有り得ないというのが、私の結

を批判する運動であって、例えば宇井純さんが水俣

論です。

にずっと関わり、あるいは東大工学部を起点に自主

スライドをたくさん見ていただきたいと思いま

講座を行い、「公害原論」という講義があったりし

す。特に今日お話ししたいのは、東部インドネシア

ました。そういうものが、国際的な公害あるいは環

における資源を保全する慣行「サシ」です。サシを
「資源保全慣行」というといかにも近代的タームで
かっこいいのですが、本当はそうではないかもしれ
ない、と最近は考えています。

1．国際市民連帯運動と PARC
冒頭の写真（1）は、ハルク島というアンボン島
の西隣の小さな島です（2）
。この島のハルク村を流
れる川にイワシの一種のロンパという魚が毎年来
ます。村では、それを保全する活動をずっとやって
きています。インドネシア政府の環境賞も受賞して
います。この村は 1999 年以降、アンボン一帯を巻

写真（1）

き込んだいわゆる「宗教紛争」で大変なことになり
ます。このことは後にまたお話しします。
この村の環境保全と、日本の市民団体との交流を、
ボランティア活動としてとらえることもできます
が、「ボランティア」という言葉が私はあまり好き
ではありません。国際市民連帯運動でいいのではな
いかと思います。市民同士の連帯が成り立つ条件は、
「顔見知りの関係がある」「国家の政治経済上の関
係が見える」「相互に情報や人が行き交う関係があ
る」。つまり、ただやみくもに知らないところに行
って援助したい、なんか貧しそうだから援助したい
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境運動のはしりだったように思います。
1980 年代に入ると、NGO が非常に増えてきます。

世界との関係を取り上げ、告発的な研究をやるとい
うのが PARC の仕事でありました。現在は全然流行

特にインドシナ難民が日本に入ってきたことをき

っていませんけど私は依然として大事な視点では

っかけに NGO 活動が活発になるわけですが、同時

ないかと思っています。

に企業進出批判と環境運動の連携というのがより

PARC の活動について、2 つだけ述べておくと、

一体化していく。私自身もその端くれで関わってい

1983 年にアジアの人をたくさん呼んで国際合宿と

ましたが、例えば熱帯林伐採を阻止する運動や、同

いうのをやりました。そこで私たちは「援助はいら

時に ODA が熱帯林伐採に関わっているので ODA

ない」というのが、アジアの人たちの声であるとの

に対する反対運動にもつながるわけです。

主張をしました。もちろん全員が「いらない」と言

ベトナム反戦運動がきっかけになって、私も関わ

っているわけではないのですが、援助に依拠したよ

ることになるアジア太平洋資料センター（PARC＝

うな国づくりに反対だという観点からの援助批判

パルク）が 1970 年代初めに生まれます。これは国

を展開したわけです。

際市民連帯運動の総合百貨店みたいな役割を果た

もう一つは、1989 年に「ピープルズ・プラン 21

していた運動体です。ここが出していた英文の雑誌

世紀」（PP21）という、かなり大きな行事をやりま

に『AMPO（アンポ）』
（日米安保条約からきたアン

した。その時に「水俣宣言」というのが出され、そ

ポです）という雑誌がありました。

こには「越境する参加民主主義」「民衆際自治」と

1990 年代に国際的な環境運動が非常に広がって

いう標語が盛られました。つまり、国と国との壁を、

きます。ブラジルの地球サミット(環境と開発に関

人びとがつながる参加的な民主主義体制によって

する国際連合会議、1992 年リオ・デ・ジャネイロ)

乗り越えようという、かなり先取りした国際連帯運

以降だと思います。それから、消費者運動と環境運

動のマニフェストを作ったわけです。でもマニフェ

動が連携するようになりました。あるいはもっと一

ストというのは、民主党と同じように実現しないの

般的な、人権・民主化運動も広がります。

が常です。なかなか簡単には実現しません。

そして現在、特に 9・11（2001 年 9 月 11 日、同

そういう運動を経ながら、PARC も東ティモール

時多発テロ事件）以降、市民運動はかなり停滞とい

での現場支援型の活動を始めた。これが大きな分岐

うか抑圧というか、そういう時期に差しかかりまし

点になって、今日の PARC の衰退（?）の原因にも

た。20 世紀末の市民運動の高揚から少し後退して

なるわけです。現場支援というのは実はそう簡単な

きている感じがします。

話ではなくて、東ティモールのコーヒーについては

PARC のことを少し申し上げます。私は PARC に

ともかく、そのあとスリランカの支援をしました。

1970 年代の終わりぐらいから関わっているんです
が、最初やっていたのは多国籍化した日本企業の批
判的研究で、亡くなった鶴見良行さんがフィリピン
の輸出加工区とかバナナの研究をやって、私はその
つながりの中で、インドネシアに進出した日系企業
の調査研究をやりました。当時出版された『インド
ネシアの日系多国籍企業』という報告書があります。
まぼろしの報告書で、どこにも売られてません（笑）
。
やがてエビ研究会というのを立ち上げます。この写
真はまだ本屋で売られている『バナナと日本人』
『エ
ビと日本人』の表紙（3）です。このように、第三

写真（3）
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ところがスリランカの支援の中で、あろうことか

こまめに調査したのは、あるカトリックのシスター

PARC が日の丸を使ってしまいました。「日の丸絶

で、名古屋港まで追跡調査をしています。その輸出

対反対」ではないかもしれないですが、なにも

プロセスの中で、日本の商社は移転価格操作（トラ

PARC が日の丸を使う必要はなかろう、と思いまし

ンファー・プライシング）をやっていることが判明

た。これは、日本政府の意向というよりも、国際援

します。第三国（この場合には香港）に輸出する形

助機関が外務省からお金をもらって、先を読んで日

をとり、そこで利潤隠しをやるわけです。ODA で

の丸を押し付けてきて、それに乗っかった。それで

伐採用の道路をつくり、利潤を隠し日本に木材を運

PARC は大論争になりまして、私もその当事者だっ

んできていたわけです。先の JATAN がやった熱帯

たわけですが、PARC を見限るという結論に至りま

林伐採反対運動では、ある商社の前でかなり派手な

した。国際的な市民による支援活動、ボランティア

反伐採行動キャンペーンをやりました。現在、こう

活動と国家の利害の問題は、皆さん論じたがらない

いう行動ってほとんどなくなりました。しかし伐採

んですが、かなり真剣に考えるべきです。国家利害

はまだ続いています。

とボランティアというのは、やっぱり違う。もちろ

ここからは、具体的な環境保全の連帯行動です。

ん同じ側面もあるかもしれないですけど、究極的に

日本インドネシア NGO ネットワーク（JANNI）と

違うという認識が必要ではないかと、私は思ってい

いう団体が 1992 年に作られました。この JANNI は、

ます。ここまでが序論みたいなことです。

インドネシアの国際的 NGO の INGI（International
NGO Forum on Indonesia、のちに INFID：International

2．資源保全慣行サシの共同調査
1980 年代に入ると、ODA の批判・告発運動と環境

NGO Forum on Indonesian Development と改名）と連
携しながら環境面における調査活動を一緒にやろ

運動がつながり始めました。最初に、すでに述べた反

うということになり、協力関係を作っていきました。

公害輸出運動というのがあったわけですが、特に

最初にやったのはパプア（当時はイリアン・ジャ

1980 年代の中ごろから、マルコス疑惑と ODA の関わ

ヤ）です。ニューギニア島の西半分のインドネシア

り方というものが問題になります。ODA は、さらに

領パプアで、ここにある YPMD（村落発展財団）

環境破壊をしてるのではないかということで、熱帯林

という NGO と、村落レベルの環境保全活動でもあ

行動ネットワーク（JATAN＝ジャタン）という、かな

るサシ（sasi）―パプアでは「ティアイティキ」

り先鋭的な環境団体がそれに取り組んでいました。も

（tiaitiki）と呼ぶ地域もありますが－の調査に協力

うひとつ同じような団体でサラワクキャンペーン委

しようということで、地球環境基金の助成金を取り

員会がありました。私もかかわった ODA 調査研究会

ました。そのタイトルは「イリアンジャヤ州におけ

がこうした団体と連携して、その中で ODA と環境に
関わる運動を展開したことがあります。
『公害を逃すな！』という雑誌は、初期の反公害
輸出通報運動の雑誌で、
「反公害輸出通報センター」
という団体が出していた月刊誌です。宇井純さんの
自主講座の中から生まれてきた雑誌です。1970 年
代終わり頃に創刊されています。
熱帯林伐採の調査を私たちはパプア・ニューギニ
アで行いました。木材伐採の現場の貯木場で撮った
写真（4）を見ると、ここで番号が付されたものが
日本に来ているということが判明しました。それを
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写真（5）

写真（6）

る海洋・森林の生態系・天然資源の保全およびワイ

会社に捕まって、会社に“拉致”されたこともあり

ズユースの調査研究」というものでした。その後

ます。拉致といってもそんなひどい拉致じゃないの

1995 年にパプア西北部のビントゥニ湾での環境生

ですが、明らかに調査活動を阻止されました。パプ

態系調査を行いました。YPMD の代表をやってい

アのビントゥニ湾には世界でも有数のマングロー

るデキー・ルマロペンという、ビアク島出身の男性

ブ林があります。住民はこの湾で、小規模なエビの

です（5）が、パートナーの中心でした。

刺し網漁などをやっていました。そこにジャカルタ

パプアではこの NGO が最大規模ですが、日本で

の華人系の大企業が入り、エビ・トロール漁を大規

考えるよりも NGO は強力で、行政にもかなり食い

模に展開します。これは住民の漁場を荒らします。

込んでいます。YPMD の最初の代表だったジョー

その上、伐採までおこなわれるようになったわけで、

ジ・アディチョンドロは、その後、著名な行動する

そこで私たちとパプアの NGO が協力して調査活動

学者になりました。最近では、大統領を告発する本

を行うようになったわけです。

を書いて大問題になりました。また、このジョー

マングローブ林の伐採は、日本ともかかわる木炭

ジ・アディチョンドロをついで 2 代目の代表になっ

輸出に関わっています。これはタイの炭焼き現場で

たアグス・プマンサラは、なんとアジア開発銀行の

す（7）。タイからも木炭が輸入されています。ただ

副頭取にもなっています。INFID には、大統領にな

環境保全を言うのではなく、やはり日本との関わり

ったアブドゥルラフマン・ワヒドも、ムスリム運動

を考える必要があります。

の活動家として加わっていたこともあります。つま
り、インドネシアでは、NGO というのは、中央政
治まで含めてかなり影響力を行使できる立場にあ
ります。そこが日本とは非常に違う点です。
なぜ、サシが大事なのか。これはマングローブ林
の開発の写真です（6）。ある日本の商社が華人系の
会社と組んでマングローブ林の伐採をやりました。
あまりにひどい違法伐採をやり、環境省が調査をし
て、高額な罰金を払わされています。一時は、この
ように目に余る不法伐採までやっていました。その
現場写真を私が撮りに行った時、私たちは、この

写真（7）
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3．エビ、カツオ、マグロと環境問題
私がずっと調査してきた、エビの集約養殖池の話
に移ります。たいてい、マングローブ林を伐採した

こういう話もなかったわけです。だから、無駄な環
境保全というか環境再生をやっている感じがしな
いでもありません。

あとに集約的な養殖池ができます（8）。JICA 批判

先ほどのパプアのビントゥニ湾です（10）。エビ

だけをしたいわけではないのですが、バリ島でマン

の刺し網漁の近くで、大きなトロール船がエビを獲

グローブ林を伐採し、エビの集約的養殖池を造った。

り、漁民たちは困っていた。YPMD との共同調査

そして土地の貸借契約が切れたのち、伐採したあと

の背景にこのような問題があったわけです。

の養殖池は放置されました。業者（池主）が本来な

カツオ漁に関わる問題もあります。日本人は、今

ら植林すべきだったのが放置されてしまいました。

や旬もなく年がら年中カツオを食べるようになっ

それでバリ州政府が困り、ここはマングローブ林だ

ています。インドネシアからも大量に輸入していま

ったということで、JICA に植林を依頼することに

す。鰹節も入ってきています。カツオの一本釣りに

なった。あるいは JICA が売り込んだのかはよく分

は撒き餌としてイワシを使います。そのイワシを捕

かりません。そしてマングローブ林を植林したわけ

獲するため、漁民たちはバガン（櫓式敷き網漁）と

です（9）。現在ではマングローブが繁茂して、天然

いう漁具を使います（11）。バガンは、夜、ライト

林みたいな感じになりました。植林自体は成功だと

をつけてイワシを集めて捕獲する集魚漁です。カツ

いえますが、もともとエビをこんなに作らなければ

オの一本釣りと裏腹の関係にあります。もちろんイ

写真（8）

写真（10）

写真（9）

写真（11）
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ワシそれ自体でも加工もします。シラス干し、煮干

諸島でのナマコのサシです。サシあるいはティアイ

しもいまや輸入されています。イワシについての調

ティキは、一定期間、特定の場所での漁労活動や採

査はまだ十分に行われていません。

取活動を禁止するものす。たいていは集落(共同体)

トビウオの卵（トビッコ）も輸入されています。

単位でおこなわれ、その集落の成員が参加しますが、

おそらくインドネシアからもっともたくさん入っ

その浜では、よそ者はもともとは入漁できません。

てきているはずです。数年前に、たまたまパプアの

成員みなが参加することから欧米語ではコモンズ

ファクファクという町に行きました。パプア西部の

という言い方もあります。年 1 回、9～12 月の 3 カ

小さな町です。そこで採卵のためのトビウオの漁を

月間定期的にやるところもあるけれども、そうでは

やっているというのが分かりました。こうしたトビ

なく不定期にやることが普通です。禁漁期間は、6

ウオ漁は、もともとボルネオとスラウェシの間のマ

カ月から 1 年、場合によっては 2 年に及ぶこともあ

カッサル海峡でやっていました。しかし、資源が減

ります。

ったため、パプアまで行ってトビウオを採って卵を

パプアでティアイティキをやる時には、禁漁の範

加工することになった。最近のことです。日本人の

囲に木の棒の標識が立てられます（12）
。普通はカソ

胃袋との関係しか考えられないことです。

ワリ（木麻黄（もくまおう）
）の木が立てられます。

今、クロマグロはワシントン条約で漁を規制する

他の木の場合もあります。共同体の範囲の中での禁

話になっています。インドネシアはメバチマグロや

漁ですから、みんなすぐ分かります。禁漁を破ると、

キハダマグロを日本に輸出しています。バリ島で日

制裁：sanksi（サンクシ）―サンクションから来

本の ODA でつくった港がマグロ漁の基地になって

たんだと思いますが―があります。いろいろな段

います。もう 20 年ほど前にこの港を訪れましたが、

階があって、まず滅多にないと思いますが、最も重

最近、ここでもマグロの資源枯渇が言われるように

い罰則には弓矢で射られて殺されることもある。

なっています。
最もひどい公害というのは、鉱山開発です。フリ
ーポート・マクモランというアメリカの多国籍鉱山

サンゴ礁の外でも、いくつかの種類のサシが行わ
れることがあります。例えば、トビウオとかダツに
はサシが適用される。

会社が 1970 年代初めから、パプアで操業を始めま

先にも触れましたが、サシというのは、必ずしも

した。金・銅の採掘にともなう鉱滓を川に垂れ流し

資源保全慣行というような近代的解釈をすべきこ

たため、下流では川が一面、鉱滓を含んだ土砂に埋

とではなく、むしろ宗教的な問題のかかわりの中で

まり、木が立ち枯れしました。現在はもう垂れ流し

解釈すべきことかもしれません。例えば、村の中で

はしていませんが、ここに住む先住民たちはフリー
ポート社に抵抗してきました。

4．サシ、ティアイティキについて
このような開発に伴う環境破壊やあるいは資源
枯渇の中で、サシあるいはティアイティキというも
のが非常に意味を持つわけです。内陸湖での禁漁制
度に「オンボ」というのもあります。
ティアイティキは、パプアの、特に北部の州都に
当たるジャヤプラの近くの海辺の村で、特にサンゴ
礁の浜で行われている禁漁の制度です。
私が最初にサシを知ったのは、アラフラ海のアル

写真（12）
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とても大事な人が死んだ時に行われるサシは、何よ

最初にナマコのサシを聞いたのは、すでに申し上げ

りも優先して行われます。資源を守る・守らないと

たアル諸島のバラタン村ですが（1986 年）
、つぎサシ

いうよりも、みんなが謹慎するという意味で漁を慎

に出会ったのもおなじアル諸島のルトゥール村です

む意味合いが強いのではないかと思われます。サシ

（1988 年）
。そこには陸上のサシがありました。サシ・

の指令長はオンドワフィと呼ばれる慣習法の長で

グレジャ（教会のサシ）というのがあって、ココヤシの

す。オンドワフィは霊力を持っているとされます。

実をある期間採ってはいけないというものでした（13）
。

私が実際に何度も通っているタブラヌス村のオン

サシの標識には竹ひごを丸く括ったものです。

ドワフィは、漁に出てマンテラ（呪文）を唱えると

オンドワフィが呪文を唱え、トビウオを失神させ

トビウオがみんな失神して浮かび上がってくる、そ

るタブラヌス村の向かい側にあるタブラスパ村で

のトビウオを獲るそうです。そう信じられているし、

もティアイティキが行われていました。ここは、村

みんなもそう思っているところがあります。

の家の半分くらいは海上家屋です。この村のサンゴ

サシが明けると、みんなに収穫物を平等に振る舞う

礁の海でティアイティキの標識を目撃しています。

お祭りがおこなわれます。サシというのは、一貫して

この村から船で 30 分ほど行ったところにカント

コミュニティの中に成り立っている掟なり霊力なり

ゥミレナという村があります（いずれもジャヤプラ

との関わりで見た方が見やすいと思います。こういう

県デパプレ郡）。この村に行ったら、わたしたちが

と、文化人類学者はとても喜ぶと思いますが（笑）
。

来たこともあり、ティアイティキを開始する儀式を
やってくれました。最初に慣習法長（オンドワフィ）
があいさつをし、太鼓をたたいて儀式が始まりまし
た（14）。このあたりは、たいていはキリスト教の
村ですので、聖書を読んで、ティアイティキが開始
されます（15-19）。本当かどうかまだ確かめていな
いのですが、このティアイティキは、私が行ったか
らティアイティキが始まるので、「お前がもう一度
来ないとティアイティキは開けない」といわれまし
た。私はその後行っていないんです（笑）。だから
とても気になっています。ここで使われた標識の木
はカソワリ（木麻黄）ではありませんでした。

写真（13）

写真（14）
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先にも触れましたが、アンボン島の西隣の島ハル

って、ハルク村を流れる川を遡ってきます。川を遡

ク島（20）では、ロンパ（イワシの一種）（21）の

ってからサシを適用して、一切網を打ってはいけな

サシをやっています。アンボン島から船で 30 分も

い、釣りをしてはいけないという形で、禁漁にしま

行けばハルク島です。そこでやっているサシで、限

す。ロンパは 4、5 月に海岸に群れ、その頃からロ

定的なサシです。ロンパが海上で産卵して稚魚にな

ンパのサシが始まる。大きく育った 11 月くらいに、

写真（16）

写真（19）

写真（17）

写真（20）

写真（18）

写真（21）
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川を閉じてしまって一斉に漁をします。たった 1 日

す。実際に金鉱が発見されていて、海と山と両方か

か 2 日だけの解禁です。このようなサシを長年に渡

ら開発の波が押し寄せてくる。あるいは、川自体が

ってやってきました。サシの慣習法長はケワンと呼

生活排水で汚れるとか、いろいろな意味で危機的な

ばれており、もともとは行政村長よりずっと格が上

状況がある。それを何とかしたいというのを JANNI

でした。しかしスハルト体制下の行政改革の結果、

が知ることになって、一緒に調査して守る活動をしよ

今は行政村長の地位が慣習法長より高くなってし

うということになった。ハルク村に伝統家屋に似せた

まいました。ただ、非常に開明的なケワンのエリ

環境保全センターを、日本の NGO の JANNI と一緒

ザ・キシャという人が、外の NGO などと協力しつ

につくることになりました。環境基金を 300 万円ぐら

つ、環境保全運動としてのサシの意味を外に広げた

いいただいて、非常に立派な建物ができました。

こともあり、近年では、ここのサシが全国的に理解

アンボンを中心に、マルク州（現在は北マルク州

されるようになりました。日本の NGO との協力も

が分離して 2 州）で、1999 年以降大きな地域紛争

意味を持ったと言えます。

が起き、マルク州全体で 1 万人くらいの人が亡くな

この村のサシ自体は、非常に古いとされています。

っています（22）。キリスト教とイスラームのあい

なぜロンパだけがサシの対象になったのかもよく

だの宗教紛争とされていますが、私は宗教が原因で

分かりませんが、いずれにしろこの村ではこのサシ

はなく、むしろ政治的な背景や経済的利害のためと

を長い間やっていて、サシはただの禁漁ではなくて

思っています。ハルク村もこの紛争に巻き込まれ、

人間と自然の関係、人間同士の関係にも関わる、本

村は外からの襲撃で壊滅的な打撃を受けました。い

質的には社会の礼節を守るための工夫であり、自然

まはほぼ立ち直りつつあります。環境教育センター

の恵みを社会の成員全体に均等に分けるための工

は幸い破壊されませんでしたが、その後の大潮の波

夫であるとい言っています。日本や西洋で行われて

で砂に埋まりました。わたしが行ったときにはほぼ

いる環境保全運動よりもずっと以前に、こういう人

修復されていました。

びとの環境に対する考え方というものがあったと
知るだけでも、大きな意味がある気がします。

最後に、内水湖のサシです。1 回行っただけで、
これまでほとんど報告したことはありません。中ス

海工房というプロダクションの門田修さんとい

ラウェシ山中のリンドゥ湖で行われているサシで

う方が、10 年以上前ですが、サシの記録を 1 時間

す（23）。パルという中スラウェシ州の州からバス

番組でまとめ、NHK で放映されたことがあります。

で 2 時間ほど行き、そこからは歩くか、馬に乗って

それを見ると、大体分かります。最後にブカ・サシ

しか行けないところで、かなり不便な隔絶された場

（サシ明け）という盛大な収穫活動があり、みんな
で一斉に川に入ってロンパを獲り、そのあと保存の
ために漬けたり、その場で食べたりという非常に盛
大なお祭りが行われます。
今年（2010 年）の 2 月に私がハルク島に行った
ら、今年は魚が来ないから多分駄目だ、最近資源が
減っているということを、ケワンであるエリザ・キ
シャ氏が嘆いていました。このハルク村にも開発の
波が寄せてきています。イワシの敷き網漁バガンが
沖合で行われています。バガンを行うのは、スラウ
ウェシ島から出稼ぎ漁に来るブギス人とか、マカッ
サル人です。一方、山のほうでは鉱山開発がありま

16

Vol.11

写真（22）

ローカルからグローバルへ

まとめ
用意したレジュメのまとめではなく、ここではコモ
ンズという出版社が 10 周年を迎えた 3 年ほど前に、
シンポジウム（2006 年 11 月 18 日）をした時の話を
引用させていただいてまとめにしたいと思います。

…たいてい調査や研究をする人は、それが学
問の進展になるとか、真理の追究のためと一般
論で説明します。しかし、ことはこれでいいの
だろうか、とわたしはいつも悩みます。少なく
写真（23）

とも対象が人間であり、人間社会であるという
場合、真理の探究というような言葉で終わらせ

所です。歩くと 5～6 時間かかります。リンドゥ湖

ていいのだろうかと思います。

は東西 10 キロ、南北 20 キロのかなり大きな湖です

好事家が、誰にも依拠せず、誰にも迷惑をか

（24）。アジア開発銀行がダムを造るという計画が

けず（そんなことはほとんどありませんが）生

一時ありましたが、住民と地元の NGO が連携して反

身の社会と関わらずに好きなことをやってい

対運動をして、今のところ立ち消えになっています。

るだけならさして問題はないでしょう。

ここにサシと同じような制度があるというので、行

わたしがリンドゥ湖に出かけ、そこの人びと

ってみました（2002 年）
。1 回の聞き書きだけで不確

に話を聞き、その地には、資源保全をはかる慣

かなところがありますが、ここではサシをオンボとい

習法が未だに生きているとの報告をする。で、

います。オンボは禁止を意味します。ここの慣習法長

それは何だ？ そのことをその社会にどう還元

と慣習法機関のメンバーに、聞き書きをしました。

するのか？ それで、その地の人びとは幸せに

オンボには、人が死んだ時に行うオンボ・ペロラ、

なるのか？というような質問を浴びせられた

資源を守るためのオンボ、それからコメの収穫時に

場合、行き詰まってしまいかねません。行き詰

行うオンボ・パリアの 3 種類があります。オンボ・

まるなら最初からそんな調査はやめて、報告も

ペロラで一番盛大に行われるオンボは、貴族が死ん

せず、書きもせず、ひっそり自分の心にしまっ

だ場合。40 日間の禁漁、禁収穫です。ここでは、

て、良き思い出とすればいいのでしょう。

陸上にも適用されます。
それから、資源を守るためのオンボは、魚の数を
増やすため。半年から通常 1 年です。この湖はムジ
ャイル（ティラピア）とかコイとかナマズとかを増
やすために行う。それから、コメの収穫だけに行う
オンボ・パリアという制度もあるそうです。
リンドゥ湖の中に小さな島があって、その島に行
くと村のオンドワフィの棺があります。私は中を見
なかったですけど。村の人が何か悪いことをしたり、
オンボを守らなかったりすると、棺から血が流れ出
るという話です。ここでは、サシをやる時は白い旗
を立てるそうです。

写真（24）
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わたしが一つだけ、いいわけではなく、ある
確信を持って言えることは、その社会を憂慮す

はますます大事だということが言いたいわけです。
ありがとうございました。

る、社会内部の人びとがおり、その人びとと共
同あるいは連帯して問題解決を目指そうとし
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し、「援助してあげよう」とする社会について
広範な知識や考えがあるということを伝え、儲
け主義は時には人びとや環境を傷つけるのだ
ということを知ってもらいたいということも
あります。にもかかわらず、彼らがひたすら自
己主張を続け、実施するなら闘う以外にないと
いうことです。

こんなことばを結びにしたいと思います。NGO
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From ʻLocalʼ to ʻGlobalʼ
Our Role for Protecting Global Environment
Yoshinori MURAI
(Waseda University)

Key Word : environment, peopleʼs solidarity movement, NGOs, sasi
This paper is the content of my keynote speech at the 11th Annual Conference of The International Society of Volunteer
Studies in Japan on the 6th of March 2010. Here the writer discussed the writer’s personal experience and the possibility
concerning international people’s solidarity movement in environment. The writer mainly discussed the traditional village
level conservation system of natural resources (sasi or tiaitiki) such as coral reef fish.
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学齢を超過した義務教育未修了の外国人住民の学習権保障
A Study on the Right to Learn of Foreigner, Who was over School Age and had no Access to
the Compulsory Education
小 島 祥 美
(愛知淑徳大学)

キーワード：外国人住民、学齢超過、義務教育未修了、学習権、ボランティア
【概

要】

本稿は、日本社会の水面下で深刻化しつつある学齢超過者の学習権というグローバルな課題について、就学支
援という形で支えるローカルの実践事例から、ボランティアの意義を考察したものである。
未だ日本に居住する外国人の初等教育が保障される仕組みは構築されていない。そのため、学齢（日本の義務
教育年限）期であるにもかからず、学校に通ってない不就学の子どもが実在する。こうした背景により、学齢期
に不就学であった外国人住民は学齢を超過した時には義務教育未修了者となるものの、社会から「見えない」存
在であるがために、日本社会では学齢を超過した外国人の学習権という課題が置き去りにされてきた。そのなか
で、外国人が多く暮らす地域では、ボランティアが中心となり、学齢を超過した義務教育未修了の外国人住民の
就学支援を行っている。
画一的な思考ではなくグローバルとローカルの複眼的思考を持ったボランティアの尽力は、学齢超過者の「日
本で生活していく中で高校進学して学力を向上したい」「美容師になりたい」などの夢の具現化に大きく寄与し
ている。

1. はじめに

就学の子どもが実在する。こうした背景により、学

日本国憲法第 26 条では、第 1 項「すべて国民は、

齢期に不就学であった外国人住民は学齢を超過し

法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひ

た時には義務教育未修了者となるものの、その住民

としく教育を受ける権利を有する」、第 2 項「すべ

の実態は把握されていない 1）。つまり、学齢を超過

て国民は、法律の定めるところにより、その保護す

した義務教育未修了の外国人住民は社会から「見え

る子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教

ない」存在であるがために、日本社会では学齢を超

育はこれを無償とする」と定め、国民に「教育を受

過した義務教育未修了の外国人住民の学習権保障

ける権利」を与え、「普通教育を受けさせる義務」

という課題が置き去りにされてきたのである。

を課す。しかしながら、未だ日本に居住する外国人

以上から本稿では、学齢を超過した義務教育未修

の義務教育が保障される仕組みは構築されていな

了の外国人住民の学習権保障という課題について

い。憲法上では日本国籍を保有しない外国人に関し

取り組む実践事例を通じてボランティアが果たす

て教育を受ける権利と普通教育を受けさせる義務

意義を考察していきたい。なお本稿での学習権とは、

について言及されていないため、日本の公教育にお

1985 年の第 4 回ユネスコ国際成人教育会議で採択

いて実際は、外国人の就学を「恩恵的」な形でしか

されたユネスコ学習権宣言文の「読み書きを学ぶ権

許可していない。そのため、学齢（日本の義務教育

利であり、質問し、分析する権利であり、想像し、

年限）期であるにもかからず、学校に通ってない不

創造する権利であり、自分自身の世界を読みとり、
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歴史を書く権利であり、教育の機会に接する権利で

日本社会のなかで緊急性をもつ課題として認識さ

あり、個人的・集団的技術をのばす権利」（藤田

れるようになった。例えば文部科学省では、不就学

2001:11）の意味で用いる。

や自宅待機になった外国人の教育緊急支援として
定住外国人の子どもの就学支援事業を開始した。外

2. 学齢を超過した義務教育未修了の外国
人住民が置かれた現状

国人集住地域ではこの事業を活用した実践が始ま

2-1. 問題設定

外国人の子どもの不就学減少をめざした取り組み

法務省入国管理局によると、2010 年末現在にお
ける外国人登録者の総数は 2,134,151 人で、2008 年

ったことで現在は、各地の実情にあわせた学齢期の

が進みつつある。
このようななかで学齢超過の外国人住民につい
4）

末に過去最高を記録して以降、年々減少している。

て中学校入学は可能とされているものの

2010 年末と 2008 年末の外国人登録者数を国籍別に

として、市町村教育委員会は、学齢と超過した義務

比較すると、中国籍は 4.6％も増加しているものの、

教育未修了者をその設置する公立小・中学校に受け

その他の国籍者は減少しており、特にブラジル籍

入れる法的義務はない」
（日本弁護士連合会 2006:5）

（35.6％）
、ペルー籍（9.3％）の減少は著しい（表 1）
。

ために、学齢を超過した義務教育未修了の外国人住

、「原則

民の学習権が保障される仕組みは未だ確立されて
表１

2010 年末および 2008 年末の国籍別外国人登録者数と
その比較

（人）

いない。そのため自治体や学校により外国人生徒の
中学 3 年の編入学にかかわる就学扱いも異なる。例
えば、2009 年にほぼ同時期に編入学した外国人生
徒の中学 3 年の編入学にかかわる愛知県豊田市内
の複数の公立中学校での異なる対応は、この就学扱
いの「ちがい」という、問題を象徴した事態であっ
た。その事態とは、①在籍期間が短いという理由か
ら退学扱いとし、卒業式には参列しながらも卒業証
書を授与しないという対応をした中学校と、②在籍
期間は短いが今までの就学状況を鑑みて卒業証書

出典/入国管理局（2011）より小島作成

を授与し、高校受験の指導をも行い高校進学まで導
いたという対応をした中学校と、同地域の中学校間

これは 2008 年秋の未曾有の経済危機により、製

で異なった対応が講じられたという内容である

5）

。

造業を中心とした派遣労働に従事するブラジル人

つまり、学齢を超過した義務教育未修了の外国人住

やペルー人などの外国人労働者が解雇され、帰国者

民の学習権が保障される仕組みが確立していない

が増加したことと関係する。この経済危機は、将来

ために外国人生徒の中学 3 年の編入学にかかわる

に希望や夢を抱きながら懸命に日本の学校や外国

就学扱いまでも自治体や学校間で大きく異なり、就

人学校で学んでいたその子どもたちまでにもしわ

学扱いに「ちがい」が生じている。

寄せがいった。保護者の失業等の理由により授業料
の支払いが難しくなり、経済的な理由から就学が継
続できない状況に置かれ、学齢期の外国人住民のな
かで不就学者が急増したのである 2）。

2-2. 夜間中学と中卒試験の役割
学齢を超過した義務教育未修了者の学び舎とし
て公立中学校夜間学級（以下、
「夜間中学」と記す）

3）

によ

がある。夜間中学とは、
「現在のいわゆる 6・3 制の

り 2008 年秋以降、外国人の子どもの不就学問題が

義務教育は 1947 年に発足したものであるが、この

こうした非常事態とそれまでの研究成果
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ころは未だ戦後の混乱期であり、貧困などにより就

とりわけ夜間中学の前身である夜間小学校もま

学できない生徒が数多く存在していた。東京都や京

た、学齢超過した外国人にとって大切な学び舎であ

都府の一部の中学校においては、学籍を有するにも

った。1910 年韓国併合後の朝鮮人移住増加に伴い、

かかわらず、貧困のために昼間は就労せざるを得な

「政府は朝鮮人児童に対し、昭和 5 年（1930）『小

いことから、学校を長期にわたって欠席する生徒が

学校令』の適用をはかっている。しかし尋常小学校

増加し始めた。かかる状況を座視しえなくなり、昼

に入学するにはことばの問題、また学齢超過者、経

間は就労している生徒のため、夕刻から夜間の授業

済的にも恵まれなかった者も多かった。そこで日本

を行う中学校が出現するに至った」（日本弁護士連

語を取得しながら経費をかけずに義務教育が卒え

合会 2006:2）という設立背景を持つ。「義務教育を

られる尋常夜学校に朝鮮人児童・学齢超過者が多数

修了していない人たちの真剣の真剣な教育要求の

入学した」
（石井 1992:183-184）。つまり、公教育に

声に、善意の教師たちが応急的に学ぶ場を設けたこ

おける夜間部が果たす意義は今もかわっていない

とが始まりである。そして、その『善意』と『応急』

といえるだろう。

の精神が、年齢・生活歴・学歴・学力・国籍・入学

このようななかで豊田市や浜松市など外国人住

時期を問わず、実に多様な生徒を夜間中学に受け入

民が多く暮らす自治体で構成される外国人集住都

れてきた」（松崎 1979:13）学び舎でもある。

市会議は学齢期の外国人の不就学課題を 2000 年か

2010 年 10 月現在、夜間中学は首都圏と関西圏に

ら問題視し、国に対して外国人の就学保障について

集中した 8 都府県に 35 校が所在し、2,488 人が在籍

提言を行っている。特に 2006 年 11 月 21 日に外国

する。国籍別に生徒数を比較すると、外国籍生徒が

人集住都市会議が発表したよっかいち宣言のなか

2,033 人（81.7％）で日本国籍生徒の 452 人（18.2％）

では、「全国の夜間中学の実態調査を行った上で、

より多く、所在する都府県別に生徒数を比較しても

夜間中学を拡充するなど、就学の機会を逸した人が

いずれにおいても外国籍生徒の方が日本国籍生徒

教育を受けなおせる場づくりを推進」ことが揚げら

より多い（表 2）。なお外国籍生徒の 2,033 人につい

れ、義務教育年齢を超過した子どもに対する具体的

てより詳細に生徒の状況をみると、中国が 1,131 人

施策の重要性が明示された。夜間中学は法令上（学

（55.6％）で最も多く、次いで韓国朝鮮が 438 人

校教育法施行令第 25 条 5 号）では、
「市町村教育委

（21.5％）、ベトナムが 120 人（5.9％）であった。

員会の裁量により、二部授業を実施するかどうかに

このような現状から、学齢を超過した義務教育未修

つ い て 決 定 で き る 仕 組 み 」（ 日 本 弁 護 士 連 合 会

了の外国人住民にとって夜間中学は重要な学び舎

2006:2）と規定されている。しかし実際は、外国人

としての役割を担っていることは明らかである。

集住都市会議参加都市には未だ夜間中学が所在し

表２

夜間中学における都府県別国籍別在籍生徒数

2010年9月現在（人）

出典/全国夜間中学校研究会（2010:172-173）より小島作成（一部加筆）
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ない。つまり、義務教育未修了の学齢超過者が多い
という実態を把握する外国人集住都市会議参加都
市についても、夜間中学にすべての人がアクセスで
きる教育環境が整っていないのが実情である。
このように居住環境や生活事情等で夜間中学に
アクセスできない学齢超過者が高校の受験資格を
得るためには、年に 1 回実施される中学校卒業程度
認定試験（以下、「中卒試験」と記す）を受験し、
合格しなければならない。中卒試験とは、中学校卒

図2

1999年度と2010年度の中卒試験受験資格別受験者数

業程度認定規則（昭和 41 年文部省令第 36 号）によ

出典／文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課提供資料より小島作成

り文部科学省が実施する試験である。この中卒試験

注）１号受験者…当該年度に満15歳になる者で、就学義務を
猶予又は免除されている者
２号受験者…４号に掲げる者を除き、当該年度に満15歳に
なる者で、中学校を卒業できないと見込まれ
ることにやむを得ない事由があると認められ
る者
３号受験者…1，2，4号に該当しない者で、当該年度に満16
歳以上になる者
４号受験者…当該年度に満 15 歳になる者で、日本の国籍を
有しない者

の受験者状況をみると、1998 年度の受験者は 27 人
であったが 1999 年度になると倍以上の 57 人になり、
2010 年度には 104 人まで増加している（図 1）
。

以上から、前述の自治体ごとの就学扱いのちがい
や夜間中学にアクセスできないという問題を抱え
る義務教育未修了者の外国人住民にとって、普通教
育課程を修了したという「証明」と、次へのステッ
プのための「パスポート」となる日本政府発行の認
定書が取得できる中卒試験は大きな意義を果たし
図1

年度別中卒試験出願者数・受験者数・合格者数の推移

出典／文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課提供資料より小島作成

ていると考えられる。しかしながら、日本語を母語
としない人が多いと思われる学齢を超過した義務
教育未修了の外国人住民が、日本の中学校卒業まで

この受験者数増加の背景には、「中卒認定規則」

に学習する 5 教科を独学で学んで中卒試験に臨む

の改正がある。1999 年 8 月 31 日に改正された中卒

ということは難しいと推測される。つまり、すべて

認定規則では、受験資格が拡大され、受験年度に満

の中卒試験受験希望者がアクセスして合格できる

15 歳以上の外国人住民の受験が認められるように

環境に置かれていないといえるだろう。したがって、

なった。その結果、外国籍受験者の占める割合が増

夜間中学と中卒試験は学齢を超過した義務教育未

加した。2010 年度の中卒試験受験資格別受験者数

修了の外国人住民の学習権保障として大きな役割

を受験資格が緩和された 1999 年度と比較すると、

を果たしているものの、すべての人の学習権保障と

当該年度に満 15 歳になる者で日本の国籍を有しな

いう役割では課題が残る。

い者を示す 4 号受験者数は 15 人から 44 人まで増加

こうした現状のなかで、学齢を超過した義務教育

し、その増加率も他の受験者と比較して高いことが

未修了の外国人住民の学習権保障について言及し

わかる（図 2）
。とりわけ 2010 年度の受験者数 93 人

た研究は極めて少ない。学齢超過した外国人住民に

のうち 44 人の 47.3％が 4 号受験者であり、全受験

とっての夜間中学の果たす意義を述べた藤田

者数に占める比率も高い 6）。

（2006）、寺井（2006）や、中学校卒業程度認定試
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験の意義について述べた西村（2009）はあるものの、

こでは日本語および教科指導（国語、数学、英語、

学齢を超過した義務教育未修了の外国人住民の学

社会、理科）をしつつ、居場所を提供している。

習権保障については、自らの実践を紹介した王

フリースクール東京では通信制の私立高校とも

（2008）、各務（2010）、多文化共生教育ネットワー

提携した多文化共生コースもある。このコースで

クかながわ（2011）などがあるが、活動の意義を考

は、外国にルーツを持つ生徒や高校中退者のみな

察した研究や調査は行われていない。

らず、母国で高校１、2 年修了者も対象としてい

したがって本稿では、日本社会の水面下で深刻

る。日本での教員免許を持つ教員がフリースクー

化しつつある学齢超過者の学習権というグローバ

ル東京のなかでレポート指導や試験を行うことで、

ルな課題について、就学支援という形で支えるロ

日本語学習を進めながら通信制高校が卒業できる

ーカルの実践事例から、ボランティアが果たす意

システムも可能にしている。そして、高校卒業程

義を考察する。

度認定試験で 1 科目以上合格した 18 歳以上の学習
者については、通信制高校の科目履修生として位

3. 地域を支えるボランティア団体の実践

置づけながら高卒認定試験合格をめざした学習支

フィールドワークから収集した情報によると

援も行っている。なお、義務教育未修了者につい

2011 年 6 月現在、学齢を超過した外国人住民を対

ては、夜間中学に通いながらこちらでも学ぶ学習

象にした就学支援を行うボランティア団体は全国

者もいる。

で 4 団体所在している 7）。したがって本稿では、東

廃校になった JR 駅前にある公立小学校の建物の

京、神奈川、愛知、岐阜に所在するすべてのボラン

一部を、行政から無償提供を受けて教室として利用

ティア団体を訪問して各団体の代表者および関係

し、常に活用できる「学校」としての機能を持つよ

者を対象に直接インタビュー調査を実施した。

うに工夫している。また活動では学習指導の他、多

以下、各ボランティア団体の設立経緯と活動概要

言語による進学ガイダンスの参加など課外活動も
取り入れながら、高校進学を考える場づくりも設定

について提示する。

している。
3-1. 東京での実践「たぶんかフリースクール」

8）

3-1-1. 設立経緯
認定 NPO 法人多文化共生センター東京（以下、

日本語は日本語教員養成の 420 時間修了者が、教
科は教員免許取得者が中心となり、20～30 人のス
タッフが活動を支えている。そして指導者による全

「多文化東京」と記す）は、主に高校進学をめざす

体ミーティングや教科別の部会を設置し、スキルア

学齢超過者と中学生を対象として「たぶんかフリー

ップをめざした勉強会なども随時行いながら実践

スクール」（以下、
「フリースクール東京」と記す）

から必要なオリジナルの教材を作成し指導を進め

を 2005 年 5 月に開設した。多文化東京は 2001 年 5

ている。

月に設立したが、多言語による相談事業を行うなか

なお、月謝は月 3 万円としているが、民間の企業

で設立当初から学齢超過者の教育に関する相談が

の協力を得て、経済的に困難な家庭には月謝の減免

多いことから学習の場づくりの重要性を強く認識

も行っている。

し、フリースクール東京を開設することとなった。

こうした実践のなかで、開講した 2005 年度は 24
人であった学習者が 2009 年度には 93 人の約 4 倍ま

3-1-2. 活動概要
週 4 日の 13 時～16 時 10 分に設置する午後クラ

でに増加し、2010 年度までに高校受験者のほぼ全
員が合格している（表 3）
。

スは、義務教育未修了者を含む学齢超過者および母
国で中学を卒業した生徒を対象に開設している。こ
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表 3 フリースクール東京での学習者の状況（人）

材や教具などの保管場所などもないなかで常に移
動しながら授業を行ったりしているが、不特定多数
の人と生徒がコミュニケーションできるというメ
リットも多いという。
2010 年度の運営スタッフとして、指導者 14 人（日
本語 6 人、数学 4 人、英語 2 人、国語 1 人、社会 1
人）と事務担当 2 人の計 16 人が活動を支えた。な
お指導者のうち日本語は日本語学校や横浜市の非
常勤日本語指導員等の長期指導経験者に、教科は中
学高校の教員免許取得者（全員が OB・OG 教員）

3-2. 神奈川での実践「たぶんかフリースクール

に限定し、指導を行っている。また活動では ME-net

よこはま」

が主催する「日本語を母語としない人たちのための

3-2-1. 設立経緯

高校進学ガイダンス」や高校見学のほか、先輩の話

9）

1995 年に全国で初めて日本語を母語としない人

を聞く会や調理実習などの課外活動も取り入れな

たちのための高校進学ガイダンスが神奈川県で開

がら、高校進学を考える場づくりも設定している。

催されたことをきっかけに、多文化共生教育ネット

学習者の月謝の他、民間や行政などの助成金を活動

ワークかながわ「ME-net」が発足した。ME-net の

費にあてて実施している。なお月謝は月 3 万円とし

スタッフは、外国につながる子どもの教育支援を目

ているものの、個々の家庭状況などを考慮し、減免

的とした高校進学ガイダンスに加えて、2003 年か

制度も設けている。

らかながわ外国人教育相談を実施するなかで、学齢

こうした実践のなかで、開講した 2009 年度は 16

超過者の就学支援の必要性を感じた。それによって、

人であった学習者が翌年度には 33 人の 2 倍以上に

高校受験に対応する学び場として、同時に同世代の

増加し、高校受験者数および高校合格者も増加して

子どもたちの居場所として、2009 年 9 月に「たぶ

いる（表 4）
。

んかフリースクールよこはま」
（以下、
「フリースク
ール横浜」と記す）を開設することとなった。

表 4 フリースクール横浜での学習者の状況（人）

3-2-2. 活動概要
週 3 回の 10 時～16 時 20 分（2010 年度までは 13
時～16 時 20 分）に開講している。教室には、学齢
超過した外国人で、①夜間中学に通いながらの義務
教育未修了の高校進学希望者、②出身国で中学校を

3-3. 愛知での実践「NPO 法人トルシーダ」10）

修了した日本の高校進学希望者、③日本で中学校卒

3-3-1. 設立経緯

業した高校進学希望者（中学生浪人）が通っている。

2003 年に設立した NPO 法人トルシーダは、不就

授業は、日本語についてはまったく初心者の生徒な

学の子どもの心の居場所と学習機会を提供しなが

ども含み、日本語と教科（国語、数学、英語、社会）

ら日本での進路を考えながら社会性を育むことを

ともに能力別に行っている。

めざした日本語教室 Curso Sol Nascente（以下、
「ト

いずれの教室も一般の施設利用者と共有しなが

ルシーダ CSN」と記す）を開設している。地域に

ら公共施設を無償で借用している。そのため、曜日

ブラジル学校が開校されると不就学の子どもは減

や時間によって利用できる教室が限定されたり、教

少しているものの、ブラジル学校に通いながら日本
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語を学びたい子ども、ブラジル学校と公立学校間の

あてながら、ボランティアスタッフが日本語指導者

異動を繰り返す子どもやいずれにも適応できない

として 1 日に 4 人でローテーションを組んで活動を

子どもなどを対象に活動を行ってきた。こうしたな

支えている。

かで、15 歳を超えた学齢超過で行き場所がない子

こうした実践のなかで、2008 年度は 3 人であっ

どもとのかかわりから、学齢超過者の学習支援を

た学習者が 2010 年度には 8 人の 2.5 倍に増加し、

2008 年度から本格的に稼働させることとなった。

高校合格者数も増加している。とりわけ中卒試験合格
を経た高校合格者も毎年実在する状況である（表 5）
。

3-3-2. 活動概要
トルシーダ CSN は、週 5 日の 10 時から 15 時 30
分に開講され、習熟度と年齢によって学習者をグル
ープに分けている。入室時に学習目標を決めるため、

3-4. 岐阜での実践「NPO 法人可児市国際交流協会」11）
3-4-1. 設立経緯
2000 年設立の可児市国際交流協会（2008 年 NPO

学習歴（公立中学校卒業状況、出身国における 9 年

法人認証、以下「可児協会」と記す）では、2002

間の教育修了状況、ブラジル国籍者については日本

年に来日した 16 歳のブラジル人青年への高校進学

にあるブラジル学校の基礎課程状況など）を確認し、

相談から学齢超過者に対する支援が開始した。2008

漢字（小学校中学年レベルの学習語彙など）や計算

年 4 月に可児市多文化共生センター「フレビア」が

（繰り上がり、繰り下がり、掛け算、分数、少数の

オープンし、可児協会の活動拠点ができたことから、

計算問題など）のレベルをチェックし、進路の希望

学齢超過者の学習支援教室「さつき教室」（希望教

について本人や保護者から聞き取りを行っている。

室から名称変更）を開講することとなった。これま

教室の場所として、外国人住民が集住する UR 都市

で可児協会では随時対応という体制で学齢超過者

機構の団地の集会場を活用している。

の学習支援を行ってきたが、フレビアのオープンが

2011 年 6 月現在、学習者 17 人のうち学齢超過者

契機となり、高校受験に失敗した子どもや中学卒業

は 5 人で、全員が進学希望である。活動では、学習

後にひきこもりがちな子どもの居場所づくりを可

支援のみならず、高校見学をはじめ、会社見学、地

児協会の一事業として正式に位置づけることとし

域との交流などの機会をつくりながら、進路を考え

たのである。

るための場づくりも設定している。ブラジル学校の
基礎課程修了者に対して愛知県は高校受験資格外と
しているために、中卒試験受験準備をしながら高校

3-4-2. 活動概要
さつき教室は週 5 日の 10 時から 16 時までとし、

受験準備をしなければならないという問題が大きい。

学習者のレベルにあわせた高校進学をめざしたオ

学習者の参加費を無料としているため、教室運営

リジナルカルキュラムにより学習を進めている。運

費や講師謝礼などについては民間の助成金などを

営については、全体調整を行うコーディネーターの
ほか、教科ごとによるボランティア講師兼クラス担

表5

トルシーダ CNS での学習者の状況（人）

任の計 4 人で行っている。
さつき教室では、学習指導のみならず、公共交通
機関を利用して通学する練習を兼ねた施設見学を
はじめ、高校見学、地域のイベント参加などの課外
活動や体験活動も取り入れながら、学習者が暮らす
地域をみつめたり日本での進路を考えたりする場
づくりも設定している。加えて、こうした子どもの
存在や教育支援の重要性を近郊の高校や地域住民
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に理解してもらえるような場づくりも工夫してい

者数が増加しており、その学び舎として大きな社会

る。教育未修了者については、中卒試験受験準備を

的役割を果たしているという点があげられる。日本

しながら高校受験準備をしている。

では学齢を超過した外国人のみならず義務教育未

2011 年 4 月から 6 月までに学齢超過者 14 人から

修了者にかかわる統計や調査が行われていないた

入室希望の申し込みがあったものの現在は 5 人が

めに彼・彼らは社会から「見えない」住民である。

通室している。厳しい経済状況のために進学を断念

そのため、その対応や具体的な施策が実施されてい

し、就労を選択せざるを得ない状況に置かれた学習

ない。例えば可児協会が所在する岐阜県の教育委員

者が多いことも大きな課題である。2010 年度も学

会は「現在、県教育委員会には、義務教育未修了者

習者 20 人のうち、高校受験できた学習者は 4 人で

に対する課題は報告されていません」（全国夜間中

あった。そのため活動費について学習者からは教材

学校研究会 2010:104）と公式に表明している。しか

費として月謝を 2,000 円徴収しているものの、運営

しながら可児協会では学齢超過した義務教育未修

費や講師謝礼などについては可児協会が民間や公

了の入室希望は増加していた。また、いずれの団体

的助成金を獲得し、補填している。

でも学習希望者が増加していたことより、学齢を超

こうした実践のなかで、2008 年度は 3 人であっ

過した外国人住民は学習の場を求めており、その社

た学習者が 2010 年度には 20 人へ増加し、高校受験

会的ニーズは高いことが明かになった。とりわけ、

者の全員が合格している（表 6）。

いずれの団体でも高校受験者に占める合格者の割
合が高いことは、学習者一人ひとりの学習意欲の高

表6

可児協会さつき教室の学習者数と高校合格者の状況（人）

さも同時に示しているといえるだろう。
また、学習者のなかには日本語がまったくわから
ない学習歴ゼロの者もいる。そのため、高校受験日
までに日本語学習を主体にしながら教科学習をす
すめるという実践をいずれのボランティアも行っ
ていることがわかった。フリースクール横浜で学ん
だ学習者は高校受験後に次のような感想を述べて

このような可児協会の実践を踏まえて可児市で

いる。

は、学齢を超過した外国人に対する就学支援の重要
性が認識されるようになった。とりわけ 2011 年 3

（省略）お陰で、日本語で新しいことを学び

月に発表された「可児市多文化共生推進計画」の就

ました。なぜなら私の国フィリピンでは、英語

学支援体制の充実のなかでは、推進事業の具体的内

が使われ、英語はとても有用です。でも日本で

容として「就学年齢を超えた子どもの就学支援の充

は入学試験が日本語で行われているので、日本

実」が明示された。しかし、現時点では具体的な施

語はとても大事です。もし、このフリースクー

策には繋がっていない状態である。

ルに入っていなかったら、たぶん私は入りたい
学校の入学試験を受けることが可能でなかっ

4. 考察

たと思います。フリースクールなしには、学校

学齢を超過した外国人住民を対象に就学支援を

に申し込む前に何をしたらいいか、要求されて

行うボランティア団体を対象に直接インタビュー

いる必要なものもわからなかったでしょう（省

調査を実施した結果、活動意義と課題が明らかにな

略）（多文化共生教育ネットワークかながわ

った。

2011:49）

ボランティアの実践成果としては、いずれも学習
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この事例が示しているとおりこうした実践がで

とがわかった。

きる背景には、学習指導のみならず、生活や教育相

2 つ目は、高校入試にかかわる特別措置や特別入

談なども随時行い、学習者とその家族をサポートす

試枠の設置状況である。例えば、フリースクール東

るという姿勢と対応により築かれた信頼関係の構

京がある東京都教育委員会では、入国後 3 年以内の

築が大きく関係していると考えられる。設立経緯か

外国籍の生徒は申請によりひらがなのルビを振っ

ら明らかであるとおり、地域に暮らす学齢超過者の

た学力検査問題で受験することができる特別措置

「顔が見える」ボランティアは外国人住民の学び場

や、規定の資格を満たせば日本語または英語による

づくりの緊急性を痛感し、同じ地域に暮らす住民と

作文および面接で受験できる特別入試枠（海外帰

して「ほっとけなかった」からこそ、同じ地域住民

国・在京外国人生徒枠）がある。またフリースクー

として支える仕組みを自ら立ち上げ、活動を実践し

ル横浜がある神奈川県教育委員会でも、在県外国人

ている。そのことは、可児協会で学んだある学習者

等特別募集など日本語を母語にしない受験生に対

の「私たちは自分の夢を簡単に捨ててはいけません。

して特別措置や特別入試枠が設置されているほか、

なぜならば、夢は努力すれば叶えられると思うから

一般受験についても海外から移住して 6 年以内の

です」
（可児市国際交流協会 2009:1）という声から

受験者については事前申請することで学力検査等

もうかがえる。ボランティアが地域の課題を認識し、

の時間の延長などの配慮が行われており、募集枠も

地域住民が教育者としてのみならず、一人ひとりの

広い。一方で、条件を満たす外国人志願者に対して

将来の夢までをサポートする応援団としても機能

トルシーダ CSN のある愛知県教育委員会では 4 校

して学習者に寄り添った対応を行った結果が、高い

について、可児協会のある岐阜県教育委員会では

高校合格率に結びついていると考えられる。つまり、

10 校について特別措置があるものの、東京都と神

画一的な思考ではなくグローバルとローカルの複

奈川県と比較して限定された条件と対応である。そ

眼的思考を持ったボランティアの尽力は、学齢超過

のため、学齢超過者にとって特別措置や特別入試枠

者の「日本で生活していく中で高校進学して学力を

を活用した高校進学は狭き門となっている。このよ

向上したい」「美容師になりたい」などの夢の具現

うに地域により高校入試にかかわる特別措置や特

化に大きく寄与しているのである。

別入試枠の設置状況が異なるなかで、地域の実情を

その一方で、ボランティアでは解決できない問題
があることも明らかになった。その 1 つ目が、夜間

考慮した就学支援をボランティアは行っているこ
とがわかった。

中学の偏在化である。前述の通り、外国においても

3 つ目は、日本にある外国人学校における中等部

学校教育における 9 年の課程を修了していない学

修了生に対する高校受験資格の扱いである。フリー

齢超過者が高校受験を希望する場合、夜間中学での

スクール東京がある東京都教育委員会とフリース

卒業証書取得もしくは中卒認定試験合格のいずれ

クール横浜のある神奈川県教育委員会は、日本にあ

かに該当しなければ日本では高校受験資格が得ら

る外国人学校中等部修了生に対して条件を満たす

れない。そのため、フリースクール東京やフリース

場合は高校受験資格者として認めているが

クール横浜では夜間中学に通いながら高校進学準

ルシーダ CSN のある愛知県教育委員会や可児協会

備という実践を行っており、トルシーダ CSN や可

のある岐阜県教育委員会は一切認めていない。例え

児協会では中卒認定試験合格をめざしながら高校

ば岐阜県の場合、外国人学校中等部修了生に対する

進学準備という実践を行っていた。前述の通り、現

岐阜県立高等学校の受験資格扱いについて担当者

在の夜間中学は首都圏と関西圏に集中して所在す

に確認したところ、「日本にある外国人学校は、学

るため、居住環境により学齢を超過した外国人住民

校教育法施行規則第 95 号第 1 項のいずれにも該当

を対象にした就学支援のあり方も異なっているこ

しないため外国人学校修了者には受験資格はなく、
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高等学校の受検資格を得るためには中学校卒業程

向性を示す第 4 次出入国管理基本計画が策定され

度認定試験に合格する必要がある」（2009 年 12 月

た。この計画では基本方針として「本格的な人口減

18 日、2010 年 1 月 21 日のフィールドノートより）

少時代が到来する中、我が国の社会が活力を維持し

との説明であった。つまり、同じ外国人学校中等部

つつ、持続的に発展するとともに、アジア地域の活

修了生であるにもかかわらず、地域により公立高校

力を取り込んでいくとの観点から、積極的な外国

受験資格の扱いが異なるのである。そのため、外国

人 の 受 け 入 れ 施 策 を 推 進 し て い く 」（ 入 管 協 会

人学校中等部修了生が高校受験資格外とされてい

2010）とし、外国人受け入れを推進する方向性を

るトルシーダ CSN では、当該学習者について中卒

示した。

試験準備にかかわる支援が行われていた。このよう

このようななかで、義務教育未修了を含む学齢を

に外国人学校における中等部修了生に対する高校

超過した外国人住民の存在が置き去りにされてき

受験資格の扱いが地域により異なるなかでボラン

た。社会から「見えない」存在としての彼・彼らを

ティアは、就学支援を行っていることがわかった。

可視化し、学習権の保障のみならず未来をも支えて

これらに加えて、学齢を超過した外国人住民の支

きたのが、同じ地域で暮らすボランティアとその実

援においてボランティアが地域で果たす役割は大

践であることは本調査が如実に示すとおりである。

きく、意義ある活動であることは明らかであるもの

こうしたボランティアがローカルの外交官とし

の、こうしたボランティアの活動は、民間企業や行

て活躍を応援される社会になるためには、ボランテ

政などからの助成金や補助金を獲得して実施され

ィアだけでは解決できない自治体による施策や対

ているため、学習者数の増加に柔軟に対応できる人

応の「ちがい」という課題の解決がまず必要である

材や活動場所の確保については大きな課題を抱え

だろう。「ちがい」は、前述のとおりの夜間中学の

ていることも明らかになった。トルシーダ CSN で

偏在化、高校入試にかかわる特別措置や特別入試枠

も「保護者の経済面でも精神面でもサポートがない

の設置状況、外国人学校中等部修了生に対する高校

と学習者が継続して教室に通うことは難しい」と指

受験資格の扱いに表れている。公教育の場において、

摘され、可児協会でも「就職・帰国が多く、学習者

学習権保障に地域格差があることをボランティア

は経済的な理由により継続して教室へも通うこと

が明らかにした。

ができず、進学を諦めざるを得なくなる学習者は多

国連総会は 2003 年から 2012 年までを「国連識字

い」と危惧する意見も聞いた。特に学齢を超過した

の 10 年：すべての人に教育を」とすると宣言して

外国人住民については、高校進学をしたいという高

いる。来年はその最終年であることをかんがみれば、

い意欲を持ち勉学に励みながらも、保護者や家族の

識字教育という観点からも学齢を超過した義務教

就労環境が不安定であるために日常生活を営むう

育未修了の外国人住民の学習権が保障される環境

えでも経済的に厳しいために、学習者が月謝を支払

が緊急に整備されるべきである。日本に暮らすすべ

うことは厳しいというのが実情である。したがって

ての外国人住民の学習権が保障される仕組みが一

義務教育の無償という観点から、こうした学齢を超

刻も早く構築されることを願い、今後も研究活動を

過した外国人住民が安心して学ぶことができる支

続けていきたい。

援づくりのみならず、ボランティアが継続して活動
できる支援づくりも併せて考える重要性も明らか

＜謝辞＞
本研究は、平成 22-23 年度科学研究費補助金若手

になった。

研究 B（課題番号 22730673）の助成をうけたもの

5. さいごに

である。

2010 年 3 月に、これからの出入国管理行政の方
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【注】

もあること、と考えられますので、教育委員会

1)

全国夜間中学校研究会は、2011 年度全国夜間

は、その者がこれまでに国内の中学校を卒業し

中学校研究会要望書のなかで「現在までに義務

ていない場合にはその就学を許可して差し支え

教育不就学・未修了者（引揚げ・帰国児童生徒

ありません。その場合には、学校の収容能力や

及び外国人児童生徒の不就学・不登校の実態を

他の生徒への影響、本人の意欲や能力等につい

含む）の数を、国の責任で明らかにしていただ

て、予め確認、考慮しておくとよいでしょう。
」

きたい」（全国夜間中学校研究会 2010:106）と
2)

3)

2011 年 1 月 21 日、豊田市内で外国人の子ども

明示している。

の不就学支援活動を行う NPO 法人トルシーダ

2008 年秋の経済危機により学齢期の外国人の

の代表および中学退学扱いとなった本人から

子どもの教育環境については、例えば、小島

聞き取り調査を行った。なお、豊田市地域を担

（2010a）、小島（2010b）を参照されたい。

当するケーブルテレビひまわりネットワーク

例えば教育社会学者である志水（2008）は、日

は、「週刊地域ジャーナル」という番組のなか

本の学校におけるニューカマーの子どもがか

でこの地域問題をクローズアップし、社会に問

かえる教育問題の一つに不就学問題があるこ

題提起した（2011 年 4 月 15～17 日放送）。

とを先行研究から導き、岐阜県可児市において

4)

5)

6)

1999 年 8 月 31 日に改正された就学義務猶予免

筆者が行った研究（小島・中村・横尾 2004）

除者等の中学校卒業程度認定規則により、「日

をとりあげ、「この研究に刺激を受けるような

本の国籍を有しない者で、受験しようとする認

形で、ここ数年、外国人集住都市会議に参加し

定試験の日の属する年度の終わりまでに満 15

ている自治体を中心に、ニューカマーの子ども

歳以上になるもの」
（第 3 条第 4 項）にも受験

たちの不就学の実態をていねいに把握しよう

資格が拡大した。2010 年度の 4 号受験者数 44

と い う 取 り 組 み が 進 め ら れ て い る 」（ 志 水

人を国籍別にみると、韓国・朝鮮が 24 人

2008:18）と説明する。

（54.5％）で最も多く、次いでブラジルが 13

学齢超過者の中学校への入学許可について文

人（29.5％）
、中国が 6 人（13.6％）、ペルーが

部科学省は公式ホームページ（参考行政実例昭

1 人（2.3％）であった。なお、中卒試験受験資

和 27 年 10 月 21 日伊丹市教育委員会教育長あ

格別受験者数や状況などについては、2011 年 8

て文部省初等中等教育局財務課長回答「昭和

月 31 日に文部科学省生涯学習政策局生涯学習

22 年 3 月 31 日以前に義務教育が終わった者が

推進課から提供いただいた資料を参考にした。

現在の中学校に就学することを願い出た場合

7)

筆者が企画およびコーディネーターを担当し

の市教育委員会としての処置について」）で、

た、2011 年 6 月 18 日の第 8 回移住労働者と連

次のように解説している。「学齢を超えた者が

帯する全国フォーラム・東海 2011 の教育分科

公立中学校に就学することについては、(1)学

会での報告内容を参考とした。

教法第 36 条には学齢に達しない子は小学校に

8)

入学させることができないとあるのに対し、学
齢超過者についてはそのような規定がないこ
と、(2)義務教育は中学校までであり、中学校
の課程を修了することで社会生活を営む上で
の基礎的な態度、能力を養うことができること、

2011 年 8 月 30 日に訪問し、代表者を対象にイ
ンタビュー調査を行った。

9)

2011 年 8 月 31 日に訪問し、代表者および指導
者を対象にインタビュー調査を行った。

10) 2011 年 1 月 21 日に訪問し、代表者と学習者を
対象にインタビュー調査を行った。

(3)学校の収容能力や他の生徒への影響などを

11) 2008 年度からの運営委員に加えて 2010 年度か

考慮して、入学を許可しても差し支えない場合

らの理事として筆者は、必要に応じて可児協会

Vol.11

31

小島 祥美

関係者へインタビュー調査を行いながら情報
収集を行った。

族的マイノリティ人権白書2010．明石書店.
小島祥美．2010b．経済不況で苦境にあるブラジル

12) 例えば、東京都立国際高校の場合、平成 22 年

学校の実態－「ブラジル人学校等の準学校法人

度在京外国人生徒対象募集案内では、応募資格

設立・各種学校認可の課題」研究から．自治体

として、
「平成 22 年 3 月 31 日現在 15 歳以上の

フォーラム 248:16-18.

外国籍の者で、保護者とともに都内に住所を有

小島祥美･中村安秀･横尾明親．2004．共に育むふれ

する者、又は入学日までに住所を有することが

あい交流都市をめざして-岐阜県可児市の歩み

確実な者」のうち、
「イ.平成 22 年 3 月 31 日ま

行政･民間団体･研究者による協働研究･調査

でに、日本国内において、外国人学校の教育に

外国人の子どもの教育環境に関する実態調査

より日本の 9 年の義務教育相当の教育を修了

報告書（ 2003年度調査のまとめ）．岐阜県可

する見込みの者、又は既に修了した者」と規定

児市.

している。なお、在京外国人生徒対象選抜では
募集人数を 25 名とし、都内全域から出願する

全国夜間中学校研究会．2010．第56回全国夜間中学

校研究大会・大会資料．

ことができるとされている。また神奈川県教育

日本弁護士連合会．2006．学齢期に修学することが

委員会では、県内にある 3 校（神奈川朝鮮中高

できなかった人々の教育を受ける権利の保障

級学校、横浜山手中華学校、横浜中華学院）の

に関する意見書.

外国人学校において日本の 9 年の義務教育相
当の教育を修了する見込みの者、又は既に修了
した者を高校受験資格対象者として認めてい
る（2011 年 9 月 7 日にあーすぷらざ外国人教
育相談コーディネーターより情報提供いただ

財団法人入管協会．2010．特集これからの外国人の
受け入れを考える．国際人流 277:2-30.
松崎運之助．1979．夜間中学：その歴史と現在．白
石書店．
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革．
2011．小・中学校への就学について．文部科学省．

いた）
。

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
shugaku/detail/1309971.htm，2011.8.31）.
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A Study on the Right to Learn of Foreigner, Who was over School Age and had
no Access to the Compulsory Education
Yoshimi KOJIMA
(Aichi Shukutoku University)

Key Word : foreigner residing in Japan, over school age, no access to the compulsory
education, the right to learn, volunteer activity
This study analyzed the activity of 4 volunteer organizations (NPOs) in Japan, in order to find the importance to the right to
learn of foreigner, who was over school age and had no access to the compulsory education.
The foreigner residing in Japan, is not obliged to go to school. Especially, neither the investigation nor the research are done
about the realities of entering school of foreigner who was over school age, and had no access to the compulsory education.
In other words, that reality related to foreigner attending school is an “invisible” issue to society.
In such a situation, volunteer organization (volunteer staff do volunteer activity) support for their right of learning in an
area, where foreigner lives a lot. It’s my hope that, through just such an activity, this will become a society where the
education of all foreigners residing in Japan is secured.
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【特別寄稿】
ボランティアを科学する

ボランティアを科学する
「ボランティア学研究」の 10 年
The Review of the Journal of Volunteer Studies from 2000
内 海 成 治
(お茶の水女子大学)

キーワード：ボランティア学研究、公共性、市民社会
【概

要】

国際ボランティア学会の雑誌「ボランティア学研究」発刊から 10 年が経過し 10 号になった。この機会にこれ
までの雑誌を読み返して、10 年の歩みを振り返り、何が問題になってきたのか、今後何を考えるべきかを検討
した。特に第 2 号からは特集が組まれ、2、3 本の論文により、その時々のボランティアをめぐる課題にも応え
てきた。そこで今回は特集を中心に、論文のレビューを行った。本来、ボランティア研究は多様な学問領域から
ボランティアという現象あるいは活動に迫るものであり、データの収集や分析の手法はさまざまである。また人
文科学と社会科学では大きく異なることが予想される。
しかし、10 巻の研究誌をレビューすると、いくつかの共通の柱があるように思われた。ひとつは公共性をめ
ぐる論議である。第 1 号には公共をめぐる二つの優れた論文が掲載されていることからも分かるように、その後
の巻にも公共性をめぐる論考が一つの柱になっている。
今ひとつは市民社会論である。ボランティアの依拠する社会をめぐる議論である。ボランティアが社会を変革
する力があることから、市民社会を動かしていく力としてのボランティアへの期待であると思う。
今ひとつは予想された通り多様性も特徴であると思う。しかし、いずれの論文もさまざまな課題に対して、こ
れまで自明のこととされてきたことが実はそうではなく、研究によって新しい側面が暴露されると言う、大変ス
リリングな議論が多いことも「ボランティア学研究」誌の特徴であると思われた。
こうした意味でボランティア学の必要性は高く、また、この雑誌「ボランティア学研究」の果たすべき役割の
重要性が再認識された。

はじめに

はそれぞれ特徴を持っています。ボランティア研究

「ボランティア学研究」が創刊されたのは 2000

の領域における事例研究の在り方は確立している

年である。当時学会事務局長であった私は、巻頭の

わけではありません。しかし、それまで我が国には

「『ボランティア学研究』発刊にあたって」（1:1-2）

ボランティア研究を柱とした雑誌がなかったので

のなかで次のように記している。

すからこうしたことは産みの苦しみと言えましょ

「それぞれの学問領域には固有の研究手法や様

う。逆に会員の皆様の投稿、編集委員会での議論、

式が形成されています。それゆえに多領域にまたが

そして雑誌への意見や批判が新しいボランティア

るボランティア研究を一つの方向にまとめること

研究の在り方を形成していくのではないかと思わ

は困難でした。また、実践との関わりもそれぞれの

れます」（1:1）。

領域によって独自の方法論があり、事例研究の様式
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「ボランティア学研究」はこれまで 10 号が発刊

本稿ではこの 10 年のボランティア学研究の動向

されているが、「ボランティア学研究」の内容は、

を探るために、第 1 号から 10 号までに掲載された主

特集あるいは講演記録のような依頼論文と投稿論

な論文の内容を紹介し、この間の動きを概観したい。

文（論文、研究ノート、フィールドレポート）と書
評から構成されている。研究雑誌にとって最も重要

第 1 号（2000 年）

なものは投稿論文であるが,ボランティア学のよう

第 1 号の巻頭には隅谷三喜男会長（当時）による

な形成途上の学問研究にとって、時代の思潮を伝え

設立記念講演の記録である（1:5-14）。まず、隅谷

る特集の重要性が高い。特集には学会員以外のその

会長は 20 世紀の末から 21 世紀に向かって社会の

分野の専門家による課題の背景や分析、動向も記載

変化が激しいことを挙げている。その社会の変化に

されるからである。

は、3 つの側面があるという、一つは情報化による

10 号までの掲載論文の分類は、依頼論文 37 編、

経済のドラスティックな変化、2 つ目は科学技術の

研究ノート等も含めた投稿論文は 34 編とほぼ同数

発展による人間の物象化、3 つ目は伝統的社会の崩

である（表 1）。第 2 号からはじまった特集のテー

壊と個人の解放とその不安定化である。こうした状

マは以下のようになっている。

況を乗り越えて隣人の発見を行うのがボランティ
アであると位置づけている。現代の日本のボランテ

第 2 号（2001 年）：ボランティアの未来

ィアの課題として、ボランティア組織の強化と理論

第 3 号（2002 年）：ボランティアと公共性

化、さらに国際化を挙げている。まことに学会設立

第 4 号（2003 年）：介護保険とボランティア活動

総会に相応しい記念講演である。この 3 つの点は現

第 5 号（2004 年）：震災ボランティアの 10 年

在でも課題として残されていると言えるであろう。

第 6 号（2005 年）：ボランティアとジェンダー

特に東日本大震災と原発事故に対して、ボランティ

第 7 号（2006 年）：教育とボランティア

ア活動が必ずしも十全に機能していないことを考

第 8 号（2007 年）：環境問題とボランティア活動

えると、今後の大きな課題として残されているので

第 9 号（2009 年）：ボランティアの現在

ある。

第 10 号（2010 年）：再論 ボランティアの未来

論文としては、坂口緑の「教育の『公共性』をめ

を問う

ぐる一考察－公共圏とコミュニティ・スクール－」
（1:17-36）および入江幸男の「ボランティアと公共

第 9 号の発行が遅れて年が跳んでいるが、この特

性」（1:37-56）が共に公共性あるいは公共圏のよう

集のテーマを見ると年ごとの社会的課題のありよ

に公共をタイトルに含む論文であることに注目し

うが分かる。

たい。
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「ボランティア学研究」
（1 号から 10 号）掲載論文等の数

ボランティアを科学する

坂口論文はニューヨーク市におけるコミュニテ

られる時代が始まっている。こうした中で教育ボラ

ィ・スクールの活動を参照に、コミュニティ・スク

ンティアやサービスラーニングも新たな課題を担

ールはボランティアによる継続的な活動とチーム

うことになると思う。なお、本論文は第 1 回隅谷三

による運営を必要とする「公共性」を有しており、

喜男研究奨励賞（国際ボランティア学会賞）受賞論

形骸化する公共圏に抗する中間団体として機能す

文である。

るとしている。

入江論文は、公共性をキーワードとしてボランテ

日本の教育は 80 年代後半から教育の画一化が問

ィアの意味を問う論文である。入江のこの論文の背

題とされ、①個性重視の法則、②生涯学習体系への

景にはボランティアが自発的で多様であるがゆえ

移行、③変化への対応へと大きく舵が取られた。し

に、「公共益」をリードする支配的な言説に親和的

かし、これに対する多くの批判があり、2000 年代に

にならざるを得ない、という中野敏男（1999）の指

入って再び逆に舵が切られると言う蛇行状態にあ

摘がある。つまりボランティアは国家システムへの

る。ニューヨークにおけるコミュニティ・スクール

動員参加を阻止できないのである。その危険性を認

の復権は、かつての教育の機会均等からの視点では

識しつつ、そうした指摘に対抗してボランティアの

なく、公立学校の学力低下や暴力に対抗する形で、

別の可能性を探るのが本論文の意味である。その可

コミュニティが学校運営に参加する形での新たな

能性を「市民的公共性」の中に見出している。では、

コミュニティサービスの形で 80 年代以降に再評価

市民的公共性とは何か、そして何故その重要な担い

されたものである。学校は教育の場から保健サービ

手としてボランティアが登場するのであろうか。思

ス等も含む複合的住民サービスの場として機能し

わずこのような問いを発したくなるように、この論

始めたのでる。これは、近年の住民と企業そして行

文はスリリングである。

政が参加する形でのコミュニティ再開発と言う「新
たな公共」に繋がるものであると思う。

入江は、公共性には 2 つの種類があると言う。一
つは共同体を基礎とした公共性であり、今ひとつは

こうした動きを「学校を教育的領域としての『生

個人を基礎にした公共性である。つまり、共同体的

活世界』における中間団体として位置付ける変革で

公共性と市民的公共性である。後者の市民的公共性

ある」
（1:31）として、そのためには次の 3 点が有

は都市の教養市民層の自由な討論が行われるよう

効であると言う。すなわち、「第一に学校の地位を

になった 17 世紀中ごろから現れるようになり、こ

相対化させるためのチームによる運営方法を採用

れはボランティアの出現と同じころである。市民的

し、校長と教師の権限と負担を分散する」、
「第二に、

公共性は個人と個人が出会う場の創出によって生

従来の学校を単なる場にするためにボランティア

み出されるものであり、これはボランティアと同じ

を活用し、多様な評価と人間関係をもち込む」
、
「第

であると言う。「討論や経済活動と同じく、ボラン

三に、学校の役割を学力の向上と学習環境の整備に

ティア活動もまた、その内容だけで評価される。そ

制限すると言う教育観を確認する」（1:31）ことで

れが誰の誰に対する行為であるかと言うことは重

あるという。

要ではない。同じ行為であっても、する人によって、

こうした提案の日本への導入は難しいであろう

その行為の意味や行為に対する評価が変わると言

と述べているが、近年の日本におけるコミュニテ

うことはない。ボランティアの人間関係は、市場で

ィ・スクール活動と学校ボランティアの活性化を考

の人間関係と同じく、個人と個人の関係になる」

えると坂口論文の指摘は必ずしも導入不可能なこ

（1:43）。ボランティアは市民公共性や自由市場と

とではないであろう。日本において社会の格差の拡

同様に個人と個人が自由な活動空間の中で出会う

大につれて、住民の棲み分けと学校の差別化が進ん

のである。

でおり、地域に開かれた学校への模索が各地で進め

また、ボランティア活動の実施は組織によって行
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われるが、その組織内でボランティアは個人として

発テロとそれに続くアフガニスタンのタリバン政

重要な討議を行うのであり、それは社会正義や政治

権に対する攻撃と新たな政権の樹立と言う、その後

的諸価値に及ぶのであり、その意味でボランティア

の 10 年を規定する大きな事件の起きた年である。

は市民的公共性の担い手の一部なのだと言う。

特集には 2 つの論文が掲載されている。塩月賢太

こうして市民的共同体の担い手としてのボラン

郎の「21 世紀のボランティアの当面する課題－平

ティアの諸側面を非営利の問題、世論形成、市民運

和と公正な地球社会のために」
（2:5-19）と原田隆司

動との関係を詳細に論じ、さらにボランティアの社

「意味から人間関係へ－立体的なボランティア理

会の中での位置づけを論じている。ボランティア活

解に向けて－」（2:21-38）である。塩月論文は 20

動は企業と対峙する時に NPO、政府と対峙する時

世紀の歴史を紐解きながら 21 世紀の課題として人

に NGO と呼ばれることになる。こうしたボランテ

口の増加による資源の収奪や環境の悪化、貧困問題

ィア活動を第 3 セクターとして行政の失敗、企業の

の激化にあるとし、こうした中で果たす役割は大き

失敗を補完する論議に対しては、ボランティアは直

いとしている。しかし、具体的なボランティアの役

接的なサポートによる問題解決とともに交流の中

割には言及がなく、21 世紀の社会にボランティア

で個人として承認しあうと言う側面が見失われて

が何を担い、どのような意味を持つのかが、明らか

いるとしている。つまりボランティアは社会の課題

にされていない憾みがある。

を引き受け、苦しんでいる人を助けるのであるが、

原田論文は、ボランティアを無前提に良い行為と

「その活動の中で、人と触れ合い、同じ人間として

して、その意味を考えるのではなく、あくまでも実

認め合い、生きる力を分かち合うということに

践の場で構築される継続的な人間関係に焦点を当

重要な意味」があり、成果ではなく活動の中で

てる必要を訴える。ボランティアの未来に取っては

の「相互了解や相互承認を志向する活動なので

個人としての意味と構築される人間関係からもた

ある」（1:51）と結んでいる。

らされるものが車の両輪として考えられるべきで

市民的公共性とは自由な個人の出会いとそこで

あるとしている。「具体的な活動が継続されるなか

の自由な論議が基礎となるのであり、ボランティア

で、相手との関係と言う側面は、大きな比重をもち、

はとりもなおさず、この市民的公共性の一部であり、

他の人間関係とは異なる独特なものとなっている

それを担うものだと言うのである。この論文は現代

のである。当事者たちにとって、他の関係では経験

市民社会におけるボランティアの意味を考える上

できないような感覚と充実感が、そこにはある」

で、非常に重要な論点を含んでいると思う。

（2:34）と結んでいる。こうした結論には賛意を表

またフィールドレポートとして村井雅清「阪神淡

するが、ただ、ボランティアが取り結ぶ人間関係に

路大震災から生まれた『まけないぞう事業』から考

関しては多く論じられてきているところであり、ボ

察するボランティア」
（1:75-85）が掲載されている。

ランティアの未来にとっては、ボランティアによっ

東日本大震災支援にも活躍している被災者がつく

て形成される人間関係が市民社会や民主主義ある

る「まけないぞう」活動の原点が報告されている。

いは自由と言った社会的価値とどのように結ばれ
るのか、そのためのボランティア論が提示される必

第 2 号（2001 年）

要があるように思う。

2001 年 10 月に発行された
「ボランティア学研究」

2 号のフィールドレポートは 3 本で、関野彰子の

第 2 号は「ボランティアの未来」を特集している。

三宅島災害へ支援、松田浩敬のインドのマイクロフ

2001 年は 21 世紀の初めの年であり、また「国連ボ

ァイナンス、大江浩の YMCA の災害救援に関する論

ランティア年」として、ボランティアが広く論じら

考など、現場からの幅広い報告が掲載されている。

れた年であった。そして 2001 年 9 月 11 日の同時多
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第 3 号（2002 年）

リティアーを感じられないために、言葉の上では理

第 3 号の特集はボランティアと公共性である。こ

解できたのだが、現実的な場面でこうした分析がど

れは第 1 号の入江論文を受ける形で 3 篇の論文が特

のように機能しうるのか、また政策的インプリケー

集されている。佐藤慶幸「公共性の構造転換とアソ

ションとしてどのような論議が可能なのかが分か

シエーション革命」（3:5-23）、山下明子「ボランテ

りにくかった。

ィア活動と公共性」
（3:25-43）、関嘉寛「公共性の三

関論文は、第 1 号の入江論文、第 3 号の佐藤論文

つの位相と新しい参加としてのボランティア」

と異なる視点から公共性とボランティアを論じた

（3:45-63）である。それぞれに市民的公共性を分析し、

研究である。関の論点は、公共性とボランティアの

それにボランティアがどのように関わるのか、ボラ

関係は多様だということであり、この点を前提にす

ンティアの意味とは何なのかを問い直している。

る必要があると指摘する。なぜならば、公共性とは

佐藤論文のキーワードはアソシエーションであ

複層的であり、ボランティアは多様だからだ。それ

る。アソシエーションとはなじみのない言葉である

ゆえに、公共性の概念整理と、現時点におけるボラ

が、「アソシエーションとは『人と人とが出会い、

ンティアの意味を再検討する必要がある。

ともに語り、理解し合い、結び合い、そして共に行

公共性には 3 つの層があるとする。一つは公共事

う、相互肯定的な関係』である。語源的には、アソ

業等に含まれる行政や官僚機構の活動をさす公共

シエーションは、人と人とを結び付けるという動詞

であり、official としての公共性である。
第 2 の層は、

的な関係概念であり、その関係はつねに『流れ』と

公共の福祉、公益と言う際に含まれる公共で、

してある関係である」
（3:21）。市民的公共性は、多

common を含意している。第三の層は公園や公共ス

様なアソシエーションから形成されており、こうし

ペースと言う際に含まれる公共性で open と言いう

た観点から見ることのできる市民社会は、資本主義

るであろう。現代日本における公共性にはこうした

的市民社会ではなく、非資本主義的な社会だと言う。

3 つの位相があると言う。

さらにアソシエーション市民社会は、公的公共性と

一方ボランティアにも多様な位相が認められる

結びついた共同体的公共性から、市民革命あるいは

のである。すなわち伝統的で非制度的ボランティア

市民運動を通して市民的公共性を獲得するとして

（町内会等）、伝統的で制度的なボランティア（民

いる。市民的公共性とは「個人の人権と生命の尊重

生委員等）、非伝統的で非制度的ボランティア（市

を基盤とする、自由で平等主義的」
（3:5）なものを

民活動等）、非伝統的で制度的ボランティア（政府

さしている。

行政によるボランティア推進運動等）等である。し

では市民的公共性とボランティアはどのような

かし、このようなボランティアを分類しても、たと

関係になるのか。佐藤はボランティアにおける自発

え非制度的なボランティアでもそれは制度的なボ

性（ボランタリー）とは、国家権力からも営利主義

ランティアとの親和性が高く、常に制度化される可

からも自由であることを意味するとする。ボランタ

能性がある。つまりインフラや環境、権益に対する

リーとは独我的意思決定ではなく、「他者への配慮

市民運動は、施策や制度を補完する活動であり「制

を踏まえての、他者肯定的な意思決定」であり、ボ

度的ボランティア」と言うことができる。それに対

ランティア活動は「慈善や温情からではなく、他者

して、関は阪神淡路震災後の災害救援や外国人、仮

との連帯のために行われるのである。この他者との

設への福祉支援等を、行政や企業の論理と異なる

連帯がアソシエーションである」
（3:21）
。

「市民」の論理によるものであり、「新しい参加と

フランス革命起源の言葉としてアソシエーショ

してのボランティア」と名付けたのである。

ンを取り上げ、公共性との関係で分析が加えられて

公共における open な公共と「新しい参加として

いるが、私にはアソシエーションという言葉にリア

ボランティア」をキー概念として現代社会におよび
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現代人における課題としてボランティアを分析し

のボランティア活動は大きな影響を受けた。その端

ている。「新しい参加としてのボランティア」は新

的な表れは、これまでの介護関連のボランティア団

たらしい公と私の関係を形成しうるのであり、これ

体が NPO 法人となり、事業体としてさまざまな経

は open な公共の位相に関わっているのだと言う。

済活動を行うようになったことである。そのことを

「新しい参加としてのボランティアがつくり出す

特集を担当した石田易司はボランティア活動のノ

公と私の関係性は、国家や共同体との関係で official

ーマライゼーションと呼んでいるが、これにより介

や common な公共性を否定しているのではない。単

護の質はよくなったのか、ボランティアはどのよう

一の公と私の関係性を堅持することは（中略）新し

に変化したのかをテーマとしたと言う（4:3-5）。

い不平等や自由の抑圧の問題が付随する。したがっ

山添令子「介護保険とボランティア－コープこう

て、open な公共性を組み入れたかたちで、新たに公

べの事例から－」
（4:7-25）は生活協同組合運動の発

共性を構想する必要がある」（3:59）と結んでいる。

祥の地コープこうべが、ボランティア活動を組織化

現在の東日本大震災後の復興支援における被災し

するために「福祉・ボランティアセンター」を組織

た行政や被災者とボランティア等の外部者の関係を

し、さらに有償の「コープくらしの助け合いの会」

考えると official と open という公共概念や制度化さ

を運営してきたが、それが介護保険によりどのよう

れない「新しい参加としてのボランティア」は今後

な影響を受けているか分析した。コープこうべでは

も考えて行かねばならない重要な概念であると思う。

介護保険導入に伴い、介護保険対応のサービス事業

第 3 号には投稿論文として隅谷三喜男賞を受賞

を開始し、「助け合いの会」は保険外サービスを行

した竹端寛「ボランティアと言わないボランティア

うと棲み分けをしている。しかし、助け合いの会の

－福祉資源としての PSW－」が掲載されている。

登録者の数は 2000 年以降減少し、利用者の高齢化

この論文は精神科ソーシャルワーカー（PSW）の活

が起きている。登録者の中で要介護認定の方は退会

動を分析し、本来業務である家族機能の代行から、

していくのである。

再生のための仕切り直し、制度的福祉を超えた働き

コープこうべでは介護保険事業には様々な問題

が同定でき、その結果、自発的福祉と言うボランテ

課題があるが、この制度により、家族だけでなく高

ィア活動を行っていることを明らかにした。この

齢者自身の制度や福祉資源およびボランティアへ

PSW は制度的な福祉であるためその活動における

の関心が高まっていることを前向きに受け止めて

自発的部分もボランティアとは言わないが、実はボ

いる。「介護保険サービスの質を向上させ、日々の

ランティアなのだという指摘である。また、こうし

暮らしに必要なサービスを、福祉・医療制度とイン

た自発的ボランティアを担う PSW に当事者が PSW

フォーマルなサービスとの連携によって充実させ

に「お伺いを立てる」という権力関係が生じている

ていくためにも、『介護サービスの消費者』として

ことも問題としている。福祉資源の拡大と各種資源

の学習が必要である。（中略）賢い消費者がよい商

の連携が行われなくてはないことを結論として指

品を育て、創り出す」（4:25）からである。
次に、隅埜千晶、能仁秀信、稲松真人の 3 人の福

摘したものである。

祉の現場の方と森定玲子、石田易司の 5 人による
第 4 号（2003 年）

「高齢者福祉シンポジウム－介護保険とボランテ

第 4 号の特集は「介護保険とボランティア活動」

ィア活動」
（4:27-50）が掲載されている。この報告

である。2000 年 4 月 1 日に始まった公的介護保険

は介護保険とボランティアの現状と課題を現場の

制度は、家庭の中で行われていた介護を社会に開放

目から解きほぐしたもので、説得力のある報告であ

した（介護の社会化）。また、無償で行われていた

る。シンポジウムのまとめとして石田は 4 点の指摘

介護が有償の経済活動となり、これまでの福祉領域

をしている。ひとつは財源の問題で、介護保険を充
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実するには国民の負担が重くなる、負担を減らすと

間の変化、3 番目はその変化の中でもボランティ

介護が不十分になると言うアンビバレントな関係

ア・NPO と行政や地域社会との関係、4 番目は活動

があること。2 つ目は介護の現場へボランティアを

資金の問題である。

導入するにはボランティアコーディネーターが必

大変多様な課題が次々と語られているが、例えば

要だという指摘。3 つ目はこうしたコーディネータ

最後のファンドレイジングに関して、島田誠は理念

ー育成にかかる大学教育の課題、教育システムがな

についてはなかなかお金を出してくれないけれど

い中で介護保険だけが導入されてしまった。4 番目

も「『夢』についてはお金をだすという、これがキ

は山添論文でも指摘されていた介護ボランティア

ーワードかと思います」（5:83）という発言などは

の事業化、有償化である。同じかかわりがボランテ

新鮮に響く。

ィアから仕事になったのだが、そこには思いと現実
の落差があると言うことである。

渥美は最後にこう締めくくっている。「語り尽く
すことなんてできないという感じがします。それは
消化不良ということではなくて、ひとつの話題につ

第 5 号（2004 年）
2004 年に発行された第 5 号は阪神淡路大震災 10

いて、それぞれの話が出てくると、またいっぱい考
えが出てくるという、豊富な流れの中での話です。

年目の節目を迎え「震災ボランティアの 10 年」が

（中略）語り続けていくということが大切だろうと、

特集である。またこの号は 200 頁を超えるもので、

私も思います。
『夢を紡ぎ続ける』、あるいは『展望』

10 年の節目への思いが伝わってくる。

などいろいろないい方をしていただきましたが、被

特集を担当した山口一史は特集解説の中で、阪神

災したあの頃のことを、どこか胸に秘めながら、そ

大震災の生んだボランティアについての最大の影

して夢を紡ぎ続けるという」（5:89）のがこのシン

響は、誰でもが肩の力を抜いてボランティア活動に

ポジウムの落とし所ではないか、と。

駆けつけることができるようなったことだと言う。
神戸に駆け付けた人、来られなかった人、それぞれ

第 6 号（2005 年）

がその後のボランティア活動に大きな意味を与え

第 6 号の特集は「ボランティアとジェンダー」で

ていることから、「ボランティア活動の根っこにあ

ある。またこの号には 5 編の研究論文が掲載され、

る『助けあい・支えあう』の『合う』に注目したい。

取り扱っているテーマは多彩であり、ボランティア

合うは、一方からだけの力の流れをさすのではない。

研究の広がりを感ずる雑誌である。

右から左に流れれば、今度は左から右に流れ返す－

さて、特集では担当の森定玲子の解説（6:3-6）と

こう言う交流がボランティアの基本である」
（5:4）。

二つの論文が掲載されている。佐藤美穂「アフガニ

神戸の被災者はこうしたことを体験とているので

スタン保健プロジェクトにおける『ジェンダー』の

あろう。その上で、震災後のボランティアとしての

活動内容」
（6:7-26）、清末愛砂「女性に対する暴力

参画と協働、コミュニティービジネス等の課題の論

としての人身売買：国連の 2 つのアプローチと日本

考とシンポジウムが掲載されている。

政府による法改正、およびその問題点」
（6:27-46）

シ ン ポ ジ ウ ム 「 震 災 ボ ラ ン テ ィ ア の 10 年 」

である。森定の特集の解説はジェンダーの現在の課

（5:63-89）は渥美公秀をコーディネーターに神戸で

題を的確に纏めたもので、その上で何故ボランティ

の活動家 4 名と菅磨志保の合計 6 名、また会場から

アの世界でジェンダーと考えなくてはならないか

の参加者（村井雅清等）によって行われた報告であ

を説明したものである。すなわち、「ジェンダーは

る。渥美はこのシンポジウムの目的として次の 4 点

常に社会に論争を巻き起こす概念と言えるであろ

を挙げている。1 番目は震災後の活動から得たもの、

う。言い換えれば、ジェンダーは社会構造の深部に

そして活動を支えたものはなにか、2 番目は 10 年

切り込む力を持つ概念である。ジェンダーの視点で
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様々な社会現象を見直すことは、従来『見えてなか

第 7 号（2006 年）

ったもの』
、
『気が付かなかったもの』に光を当てる

第 7 号は学会誌としてはかなりユニークな内容

ことにつながる」
（6:5）からである。それゆえにジ

である。特集は「教育とボランティア」
（7:2-46）で

ェンダーの視点からボランティアや NGO 活動を再

ある。担当の山口一史の解説と 2 つの論文が掲載さ

検討しなければならないと言う。

れている。ついで、第 7 回国際ボランティア学会大

佐藤論文はアフガニスタンでの保健プログラム

会 の シ ン ポ ジ ウ ム 「 各 党 の NGO 政 策 を 問 う 」

におけるジェンダー課題を扱ったものである。一方、

（7:49-70）である。各党の現職議員がそれぞれ NGO

清末論文はアジアからの女性移住労働者は性産業

政策を語っている。投稿されている論文、研究ノー

への人身売買とその被害からの救済を取りあつか

ト、フィールドレポートも教育や大学に関する論文

ったものである。私は 80 年代の初期に日本人のア

である。

ジア（韓国・フィリピン）への観光買春の問題を扱

山口一史によると、教育とボランティアは前年の

ったスライド「恥ずかしい日本人」を婦人矯風会と

大会でアンケートを取った際に最も要望の高かっ

作成し、80 年代の半ばに松井やよりと「Japanese

たテーマとのことである。教育基本法の改正、教育

Dream」というジャパユキさんの実態を示すスライ

再生会議の設置、いじめによる自殺等、教育が政治

ドを作成した。そのなかで、本論文で示される構造

課題となり、学校教育への奉仕的活動の導入などが

的な人身売買、暴力による人身売買の実態に触れた。

論議され、教育とボランティアが一緒に論じられた

清末は日本における取り組みは反テロ対策とし

ことも影響しているのかもしれない。しかし、この

ての国際組織犯罪条約の批准が行われているが、暴

解説の中で神戸での SVA
（シャンティ国際ボランテ

力による人身取引による被害者である女性の救済

ィア会）による「識字教室・ひまわりの会」が紹介

という観点が希薄である。それゆえに、「人身売買

されている（7:4）。ひまわりの会は震災直後に支援

政策はあくまで、女性に対する暴力の観点から取り

に入った SVA が非識字者の存在を知り、カンボデ

組みがなされなくてはならず、具体的には被害者の

ィアで行ってきた識字教室を神戸で開いたのだと

保護に重点をおき、同時に加害者の処罰、および人

言う。主に在日の高齢者が学んでいる。こうした活

身売買防止のための対策がとられなければならな

動こそ教育とボランティアの原点だと思う。

い」（6:42）と結んでいる。

池田幸也「学校教育とボランティア活動のディレ

論文としては隅谷三喜男賞を受賞した桑名恵「紛

ンマ」
（7:5-23）によると、教育とボランティアのデ

争後の援助におけるコミュニティの社会開発に関

ィレンマとは、ボランティアの自発性と教育におけ

わる課題」
（6:137-159）が掲載されている。この論

る子どもに教えることの自明性のことである。この

文は東ティモールの農村を事例として、国際緊急人

ディレンマの克服には「ボランティア行う人のあり

道支援の影響を、特に負の要因を実証的に検討した

方、いいかえれば社会性をいかにして育むかという

ものである。

課題を解決することである。この課題に挑戦するた

また本号には加藤謙介「『地域猫』活動における

めには、以前は日常生活に組み込まれていた多様な

『対話』の構築過程」
（6:49-69）、諏訪晃一他「学生

社会体験を、学びの機会として新たに設ける必要が

による災害時のボランティア活動と状況的関心」

ある」（7:18）と言う。池田はレイヴとウェンガー

（6:71-95）、中村有美他「学校と家庭と地域の協働

の正統的周辺参加をモデルとして考えているよう

による教育コミュニティの活性化」（6:97-117）、小

であるが、これは西アフリカにおける徒弟的な学

島祥美他「ボランティア団体・行政・研究者による

習をモデルとしたものであり、日本の学校教育に導

協働調査とその意義」（6:119-135）と多彩な論文が

入するには慎重でなくてはならない。兵庫県のトラ

掲載された。

イアルウィークなどがモデルとなると思うか、その
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効果や評価はかなり限定的であると思う。

様であるが、大きく 2 つの流れがあり、一つは自然

シンポジウム「各党の政策を問う」は自由民主党

保護運動のような環境保護であり、今ひとつは反公

塩崎恭久、社民党元清美、公明党遠山清彦、民主

害運動の流れからの生命や健康を守る活動である

党西村ちなみの各議員（所属は当時のものである）

と言う。また、地球温暖化のような地球規模の課題

に PWJ（ピースウィンズ・ジャパン）の大西健丞

は、国家や経済の在り方から個人のライフスタイル

が参加し、司会は中村安秀で行われた。当時塩崎恭

まで幅広い対応が必要となる。つまり、環境問題に

久は外務副大臣であったが、日本の ODA の NGO

対する活動を考える際には幅広いパースペクティ

に流れる予算の少なさ、外務省が NGO を信用して

ブが必要だと言う。

いない点、JICA の高価格体質などを指摘しており、

特集で掲載されている論文は 2 つで、児玉香菜子

元清美よりも激しい指摘をしている。元清美は

他「植林ボランティアにおける『緑化思想』の解体

NGO や NPO には資本主義の質を変えて行く力があ

（8:5-18）と木岡伸夫「風土学から見た環境問題」

ると言う。
「NGO、NPO には、困った人を助けてや

（8:19-34）である。

ろうとか、何かただでいいことをしようとかそうい

児玉論文は内モンゴルにおける植林ボランティ

う以上に、社会そのものを変える起爆剤的な可能性

ア活動を事例として、海外における植林ボランティ

を秘めた原石のようなところがあるのではないか

アが自明的に是としている活動も現地の風土を無

と思っています」
（7:69）。西村ちなみは民主党のマ

視してはならないことを指摘している。植林は環境

ニフェストとしての戦略的国際協力、国際開発、ま

運動の中で最も活発なもので「砂漠に緑を」という

た党としてのアフガニスタン支援等が紹介した。遠

キャッチフレーズとしてアフリカ、アラビアそして

山清彦は国会内には NGO は非政府組織でありそこ

アジアで行われている。NGO がスタッフを現地に

へ政府が資金を渡すことはおかしいと言う言説が

派遣して活動するケースと、ボランティアツアーを

まかり通っていると指摘し、最近欧米で使用されて

募って、その参加費の一部を植林に使うタイプの活

きた CSO（civil society organization）を紹介している。

動がある。このツアータイプの植林ボランティアは

中村安秀は「このような形で、政党の方々、市民

中国の内モンゴルに多いという。内モンゴルでの植

社会の立場からの参加者が学会と言う場で自由闊

林活動をおこなっている日本の団体は 17 で、植林

達に議論できたことは、恐らく日本では前例がない

数は 3 千 ha に約 2,655 万本になっている。しかし、

だろうと思います。お話を聴きながら、いろいろな

日本の団体による植林活動は、モンゴルの牧畜民が

意味での宿題や問題提起をいただき、同時に、未来

育ててきた水を節約し、手間をかけない伝統的な植

への希望と勇気もわいてきた、そんな温かい雰囲気

林と異なり、灌水を行う手間のかかる方法である。

のシンポジウムだったと思います」（7:70）と結ん

また砂漠と言っている土地も決して荒地ではなく、

でいる。私もこのシンポジウムを傍聴したが、これ

牧畜に必要な多様性に富んだ土地なのであると言う。

まで学会と政治家はあまりに距離がありすぎたよ

「牧畜民と日本の植林ボランティアの間には風

うに感じられた。ボランティアや NGO のように政

土の違いにもとづく認識と経験の差がある。植林ボ

治課題としても重要な課題は、国会との距離をもう

ランティアはこの差を埋めることなく、緑化思想を

少し狭めることも必要であろう。

そのまま乾燥地の中国内モンゴルにもちこんでい
るといえよう。そして、植林が『ボランティア』と

第 8 号（2007 年）

いう形で実施されることによって、行為とその影響

第 8 号の特集は「環境問題とボランティア」であ

が無批判に是とされ、植林活動を評価する仕組みの

る。特集担当の斎藤清明は特集の解説（8:3-4）で、

欠如が許されてしまっているのではないか」
（8:15）

環境問題に身近な問題から地球規模の課題まで多

と述べているが、傾聴すべき指摘である。
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木岡論文は環境倫理学の批判から風土学を提唱

である。特集を担当した関嘉寛は、こうしたテーマ

したものである。自然保護運動は自然を客体として

の設定は学会が持つ「個人と共同体や社会との紐帯

その保全（conservation）であり、人間中心主義は変

が以前にもまして弱まり。ボランティアを支える他

わっていない。また自然そのものに価値があり人間

者への関心そのものが希薄化しているという状況」

もその一部であるとする保存（preservation）運動も

（9:3）に対する危機感ではないかと指摘する。こ

「自然の権利」の代弁者たる活動家の運動であり、

のような状況に対して今一度ボランティアを考え

その権利表明の裏に人間がいるのであり、人間と人

る必要があるという。

間の対立の構図であると言う。環境ではなく風土を

神戸の震災から 10 数年、震災後のボランティア

基盤とする風土学（climatology Klimatorogy）の必

の風化、あるいはボランティアの日常化が起きてい

要性を指摘している。

るともいえるであろう。ボランティア活動には非日

「なぜ『環境』ではなく『風土』なのか。人間に

常的な体験としての価値と継続する人間の生き方

対立する自然として環境を捉える点に、二元論の誤

としての行為の両面がある。それが不断にボランテ

りがある。というのも、人間と周囲の事物とは、自

ィアの在り方を検討しなければならない理由のよ

然科学がそれらを分離する以前の生において、あら

うな気がする。

かじめ出会っているからである。（中略）環境世界

特集論文としては山口洋典「自分探しの時代に承

の事物は道具的に存在する。道具的事物は『手元に

認欲求を満たす若者のボランティア活動－先駆的

あるもの』として道具的関連を形づくる。したがっ

活動における社会参加と社会変動の相即を図る『半

てそれらは、単独では存在せず道具全体性を構成す

返し縫い』モデルの提案」
（9:5-57）と高橋真央「市

る。このように、日常の目立たない配慮の内に出会

民参加と国際協力事業－アフガニスタン女性教員

われている道具的事物の全体と人間の不可分の結

研修を事例として－」（9:59-80）の 2 編である。

合こそ『環境』（Unwelt）の意味にほかならない」

山口論文はボランティア活動における自分探し

（8:27）と言っている。またこうした風土学的活動

の問題を先行研究から、中国内モンゴルでの砂漠緑

を実践している二人の実践家（増山たづ子と島岡

化運動に参加した若者の語りからボランティア活

強）を紹介している。近年、風土論や風景論が環境

動の意味を再構築し、最後に日常と反日常の関係を

学に代わって論じられるが、この論文はその思想的

半返し縫いのメタファーとしてモデル構築を行っ

背景を説明したものである。

たものである。現状での若者のボランティア参加は

第 8 回大会のシンポジウム「紛争後の人道支援－

自分の目的のために他者を巻き込むあるいは反日

教育と保健を見据えて」の記録が掲載されている

常体験に浸るためのボランティアとして否定的に

（8:57-93）。これは私が司会をし、岸守一、平林国

捉えられる、逆に内モンゴルの活動では若者と現地

彦、池田満豊の 3 名をパネリストに迎えて行われた。

の人々との間に構築された関係から肯定的に評価

緊急人道支援は紛争や自然災害後に行われる大き

している。この記述を読む限り、山口は日本からの

な支援であり、また大量のボランティアが活動する。

投入と参加者の意見に着目しており、内モンゴルの

しかしこれまでボランティア側からの論考はある

植林事業への前号の児玉論文で批判されている「緑

が、人道支援論としての捉え方は少なかった。その

化思想」そのものを反省する点が希薄なように感じ

ため、UNHCR、ユニセフ、国際 NGO からの報告

られた。半返し縫いモデルはアナロジーであるから、

と課題を内容として行われたものである。

こうしたモデルが実際にどこまで、実践を説明し得
るかは今後の課題であろう。

第 9 号（2009 年）

高橋論文はアフガニスタンの女性教員研修を行

第 9 号の特集は「ボランティアの現在（いま）
」
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っているお茶の水女子大学をはじめとする 5 つ女

ボランティアを科学する

子大学への国際協力事業参加の意味を検討したも

この内海のものはエッセイで、国際ボランティア学

のである。これまで ODA による国際協力の世界と

会創設時の状況を説明したものである。

いわば無縁であった女子大学のアフガニスタンの

竹端論文はノーマライゼーションを成文化し障

研修員受入れは、大学にとって非日常的な課題であ

がい者福祉政策のパラダイムシフトを起こしたベ

った。高橋は「五女子大を中心に研修に関わった

ンクト・ニィリエの活動を社会起業家の実践として

人々は、常に『この研修がアフガニスタンの復興に

再解釈する試みである。竹端はニィリエへのインタ

役立ってほしい』という願いを持ち、そのような国

ビューも含めた調査にから次のように指摘してい

際協力活動に自分達が関われることに充実感や達

る。「彼の実践の秘密から今日の＜制度の未成熟＞

成感を味わっていたように思われる」（9:77）とし

という複雑な問題を解くためのヒントが得られた。

ている。しかし、ボランティア研究はここから始ま

＜制度の未成熟＞に立ち向かうボランタリー・アク

るのであって、これが結論ではないだろう。日本の

ションには、『働きかける側と対象になる側に切り

対アフガニスタン支援の在り方、研修事業の課題、

分けるのではなく、両者を、相互に依存し、影響し

カリキュラムの正当性等々、多くの課題が隠されて

合う一つのシステムとして認識しようとする『洞

いる。こうした複眼的、複層的検討の中で研修事業

察』の姿勢が求められる。その上で当該領域がシス

も評価しなくてはならず、国際協力にボランティア

テムとして再生産しつづけるための新しい『秩序』

として参加した人々の気づきや学びとは、国際協力

という『未来の領域が立ち現れる』
（Presenting）瞬

や人道支援の矛盾や課題に到達することが求めら

間捉える必要がある」
（10:34）。こうした瞬間を人々

れているのではないだろうか。

と共有することで新しい秩序に向けた「結晶化」と
「プロトタイプ」が生まれると言う。

第 10 号（2010 年）

山口論文は、病院ボランティアのアクションオリ

第 10 号の特集は「再論 ボランティアの未来を

エンテッドな研究である。病院ボランティアの導入

問う」である。第 2 号の「ボランティアの未来」、

の意味は、関係性の構築にもとづく「かけがいのな

第 9 号の「ボランティアの現在」を継続したかたち

さ」を感じることであるとしている。さらに病院ボ

での特集が組まれている。冒頭論文は山口洋典「ボ

ランティアの持つ潜在力として、「病院コミュニテ

ランティアの未来を再論するということ」（10:3-9）

ィの共助機能を活性化する可能性、制度の＜暴力＞

で、こうした特集を組むのは学会誌が発刊されてか

に当事者と共に抗する意思、『参加としての活動』

らの 10 年は大きく社会が変容し、ボランティアを

を通じて既存の社会システムの陥穽を指摘し、シス

めぐる状況が変わってきたからだと言う。その端的

テムの外に広がる代替選択肢を提示する」（10:39）

な表れとして NPO 法人の増加、ボランティア活動

ことの 3 点であるとしている。その上で「『参加と

を行う学生の増加、さらにはボランティア活動の領

してのボランティア』と現場職員とのコラボレーシ

域の拡大等を挙げている。また 2001 年は国連ボラ

ョンは創造的な改善活動へと発展し、制度の枠にと

ンティア年であり、2011 年は国連ボランティア年

らわれず、制度の枠の外に広がる新たな方向性を開

10 年の年でもあることを指摘している（10:3-9）。

発しつづけるだろう。
（中略）
『未定形』なボランテ

論文は 3 つで内海成治「国際ボランティア学会創

ィア活動を積極的に医療に取り込むことによって

設のころ」（10:11-14）、竹端寛「ボランタリー・ア

病院組織の体質改善や再生を図るという、大局的・

クションの未来－障害者福祉政策における社会起

戦略的・先駆的な経営の視点と意志とが求められ

業家の視点から－」（10:15-38）、山口（中上）悦子

る」（10:69）と結んでいる。

「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－」
（10:39-77）である。

この 2 編の論文に見られるのはボランティアが
既存の体制（政府や病院）にたいしてボランティア
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あるいはボランティアスピリットが持つ新たな地
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ボランティアを科学するとはどういうことなの
かを探るためにこれまでの「ボランティア学研究」
10 卷を机上に置いて探ってきた。10 年にわたる 10
巻の編集作業を傍から見ており、またその時々に雑
誌は拝読していた。そのため、実を言うとレビュー
論文を書くことを気楽に考えていた。つまり、これ
までの論文をざっと読んでどのような傾向がある
かを示すことで、任を果たせると思っていた。しか
し、読み返してみると「ボランティア学研究」に
掲載されている論文はそれぞれの専門家の見地か
らの真摯なボランティア研究であり、読む者の姿
勢を問われるような迫力を感じた。その意味で
「ボランティア学研究」は我が国で最初に現れた
ボランティア学の研究誌に相応しい内容を持って
おり、学の形成に大きな役割を果たしていると感
じた次第である。
私が特に教えられたことは、暗黙にあるいは明示
的に是とされ肯定されてきたことも新たな研究あ
るいはパラダイムシフトにより、別のダイメンジョ
ンを見せると言うことである。これはまた、論文を
読む醍醐味でもある。
紙数の関係で本論では取り上げることできなか
った論文がたくさんある。
それぞれに感ずるところが
あった。これらは、それぞれの領域の専門家が継時的
にレビューすべきであると思い、他日を期したい。
2011 年の日本は東日本大震災と東京電力福島第
一原子力発電所の大事故と言うまさに未曽有の災
害に見舞われ、その対応に追われている。また多く
のボランティアが現在も各地で活動している。つま
り、ボランティアは動的な課題であり、現在の課題
である。その意味でボランティアの科学はまさに喫
緊の課題になっていると思う。
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The Review of the Journal of Volunteer Studies from 2000
Seiji UTSUMI
(Ochanomizu University)

Key Word : volunteer studies, publicity, civil society
Now, we have had 10 volumes of Journal of Volunteer Studies. This review paper tries to do one meta-analysis of the
volunteer research during these ten years. Each Journal has the special issue according to the issues related to volunteer
activities. Each special topic involves the interpretation of editor in charge of the issue and two or three papers.
In this stady, some paper selected for the special issue and analyzed. According these analyze, there are some tendency of
the journal. One is the publicity or publicness and volunteer.

Another one is volunteer and the civil society. However, the

volunteer activities have the role of change the society more democratic or well-being, it is understandable.
One more aspect of the journal is diversity of the subject and discipline. But even so, each paper has found out the other
dimension of the common issues. According this analysis it is obvious the importance of the volunteer studies and this
journal.
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地域開発におけるコミュニティラジオの応用可能性に関する研究

地域開発におけるコミュニティラジオの応用可能性に関する研究
バングラデシュを事例として

Research on Applied Possibility of Community Radio in Community Development
A Case Study of Bangladesh
日下部 尚 徳
(大阪大学)
(日本学術振興会)

キーワード：コミュニティラジオ、地域開発、バングラデシュ
【概

要】

バングラデシュ政府は、2010 年 5 月までに、国内 14 カ所のコミュニティラジオ局に放送認可を与えた。これまで、
コミュニティラジオは開発分野における応用可能性が認識されていながらも、自らの監視下にないラジオ放送の政治
利用を恐れる政府は、導入に消極的であった。本論ではまず、バングラデシュ政府がコミュニティラジオ局に放送認
可を与えるに至った要因を文献レビューから明らかにした。具体的には、①現政権による投資・産業政策の推進をも
視野にいれた積極的な情報戦略の中に、コミュニティラジオが位置づけられたこと、②NGO がロビー活動によって、
開発政策のツールとしてコミュニティラジオが有用であることを政府に認識させたこと、が挙げられる。
加えて本論では、バングラデシュ国ノアカリ県ハティア島でおこなった、住民の情報ソースへのアクセスに関する量
的調査をもとに、ラジオが情報伝達手段として有効であることを示した。その上で、同様の調査で明らかになった、コ
ミュニティラジオに対する住民のニーズを分析し、コミュニティラジオの地域開発への応用可能性について論じた。

1. 研究の目的
2010 年、10 年以上わたる NGO・市民団体との協
議を経て、バングラデシュ政府はコミュニティラジ

を明らかにすることにより、コミュニティラジオの
地域開発への今後の応用可能性と課題を論じるこ
とを本研究の目的とする。

オ局に放送認可を与える決定を下した。すでに
5,000 万台以上の携帯電話が普及し、ADSL などの
インターネット環境も充実しつつあるバングラデ
シュにおいて、コミュニティラジオは「古くて新し
い情報ツール」として現在注目を集めている。

2. バングラデシュにおけるコミュニティ
ラジオ導入プロセスに関する研究
2-1. コミュニティラジオの歴史
ラジオ放送は、放送内容別に公共放送、商業放送、

本研究では、バングラデシュにおける既存の情報

非営利放送の三つに分類ができ、さらに非営利放送

ツールへのアクセス環境と情報ニーズを量的調査

は娯楽を目的とした放送と、コミュニティへの貢献

から明らかにしたうえで、ラジオという古くから存

を目的とした放送とに分類できる。コミュニティラ

在する情報ツールを、新たにコミュニティベースで

ジオは、コミュニティへの貢献を目的とした非営利

活用することの意義と課題を、政策立案者の視点と、

放送に区分される。歴史的にみると、コミュニティ

受益者である地域住民の視点の両面から分析した。

ラジオは、ボリビアの鉱山で働いていた先住民族出

コミュニティラジオ導入に至るこれまでの道筋を

身の労働者たちが始めたと言われている（日比野

示すと同時に、地域コミュニティ独自の情報ニーズ

2006）。過酷な労働を強いられていた鉱山労働者た
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ちは、組合運動の結束を高めるためのネットワーク

て、コミュニティ自身がコミュニティのために運営

ツールとしてラジオを活用した。1980 年代半ばの

するもの」と最小限の定義付けをおこなった上で、

国営鉱山民営化と、相次ぐ閉山にともなう労働者運

「貧困や疎外といったコミュニティレベルでの重

動の衰退に伴い、組合運動を目的としたコミュニテ

大な社会的問題の解決に取り組み、社会の発展から

ィラジオも衰退していくが、現地住民の関心が高い

取り残された農民を力づけ、民主主義と開発の取り

伝統文化や経済問題、先住民の権利といったテーマ

組みを活性化させるための特別な存在」と表現して

のもと、多種多様なコミュニティ情報サービスを提

いる（Fraser and Restrepo Estrada 2001）。

供するメディアへと変貌を遂げていった。ボリビア

バングラデシュ国内の議論としては、バングラデ

の大規模な国営公共放送がすべてスペイン語でお

シュ社会調査機関（Bangladesh Institute for Social

こなわれるのに対して、コミュニティラジオ放送は

Research）の最高責任者クルシード・アロム博士が、

ケチュア語やアイマラ語といった現地語でおこな

政府への報告書の中で「コミュニティラジオは、現

われており、女性や子どもも番組制作に参加して

地のコミュニティにより設立・運営される福利を目

いる。

的としたローカル放送媒体の一種である。コミュニ

このような世界各地のコミュニティラジオ局の連

ティラジオは特定のコミュニティ、あるいはコミュ

携を目的として、1982 年に世界コミュニティラジオ

ニティ内の一グループにより設立・運営される。こ

放送連盟（Association Mondiale des Radiodiffuseurs

こで言うコミュニティとは、女性、子ども、若年層、

Communautaires: 以下 AMARC）が設立された。

障害者、あるいは農村の農夫などが考えられる」と

AMARC は世界中のコミュニティラジオの活動を

定義付けしている（Khorshed 2009）。また、これまで

支援する国際ネットワーク組織で、世界 110 カ国、

バングラデシュにおけるコミュニティラジオ導入に際

3,000 を超えるラジオ局が参加している 1）。本部は

して中心的役割を果たしてきた BNNRC（Bangladesh

カナダ、モントリオールにあり、中南米、アフリカ、

NGOs Network for Radio and Communication）による

欧州、アジア・太平洋の各地域に地域事務局が設け

定義は「コミュニティラジオは、実質的には公共サ

られている。それぞれの事務所を中心として各地の

ービス放送であるが、国内全体というよりは一つの

コミュニティラジオ局が連帯し、貧困や社会的排除

コミュニティへサービスを提供することを目的と

の解消、表現の自由、社会正義の推進などを目的と

している。コミュニティラジオはコミュニティその

した活動を展開している（AMARC 2011）。

ものの所有財産であり、人びとの見解、行動、規範、
文化、思考、イデオロギーを反映するものとなる」

2-2. コミュニティラジオの定義と構成要件
コミュニティラジオに関して、世界的にコンセン

となっており、既存のラジオ放送との差異を際立た
せた表現となっている（BNNRC 2010）
。

サスのとれた定義は存在しない。それぞれの団体が

これら国内での議論を経て、2008 年 3 月に政府

独自の定義付けをおこなって活動に反映させてい

によって承認された「コミュニティラジオの設置と

るのが実情だ。AMARC は「地域の要望に答え、社

放 送 、 運 用 に 関 す る 政 策 （ Community Radio

会の変化を促すことにより、地域の発展に貢献する

Installation, Broadcast and Operation Policy 2008）」に

非営利型放送で、地域住民のメディア参加を促し、

おいては、バングラデシュにおけるコミュニティラ

社会の民主化に貢献することを目的とする放送局」

ジオの定義は以下のように定められている

と定めている（AMARC 2011）。

（Bangladesh Gazette 2008）
。記述の中に、上述のク

国際機関の中では、ユネスコがコミュニティラジ

ルシード博士や BNNRC の定義をもとにした表現

オハンドブックの中で、「コミュニティの中にあっ

が多くみられることから、彼らがコミュニティラジ
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オ導入に果たした役割の大きさがうかがえる。

ティラジオの応用可能性を前例によって限定しな
いためにも、最小限の構成要件をコミュニティラジ

①コミュニティとは、特定の都市や村、隣人間と

オの定義として議論を進めたい。

いった単一の地理的空間や、貿易や商い、商
品・サービスの交換を通じた経済的・社会的生

①コミュニティが運営主体である。

活を共有するといった、共通の特徴や関心を有

②コミュニティは、特定の一地域に暮らす人びと、

する人びとのグループである。
②コミュニティラジオ放送は、信託機関や財団、
組合といった特定のコミュニティによって運
営される非営利サービスである。コミュニティ

もしくは同じ関心・利益を共有する人びとによ
って構成される。
③番組作成にコミュニティの人びとの参加が
ある。

ラジオ放送はコミュニティへの奉仕と利益を

④非営利放送である。

目的とし、事実上は公共サービス放送の形態を

⑤コミュニティへの貢献を目的とする。

とる。しかし、コミュニティラジオは国家全体
というよりは、むしろコミュニティに奉仕する。
さらに、その運営はコミュニティの資源によっ
ておこなわれるべきである。

2-3. コミュニティラジオの法的課題
AMARC は世界人権宣言に基づいた理念のもと
コミュニティラジオを推進している。世界人権宣言

③コミュニティラジオは声をあげられない人び

第 19 条は「すべての人は、意見及び表現の自由を

とに声を伝えるための媒体であると同時に、周

享有する権利を有する。この権利は、干渉を受ける

縁化された人びとの代弁者であり、社会におい

ことなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手

てコミュニケーションと民主化プロセスの中

段により、また、国境を越えると否とにかかわりな

心的役割を担う。

く、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を

④コミュニティラジオはコミュニティの取り組

含む」と明記しており、人びとがコミュニティラジ

みとして設置される放送システムで、コミュニ

オを通じて発言することは、同条の権利に基づくと

ティの福祉を目的として、コミュニティによっ

主張している（AMARC 2011）。

て運営される。

しかしながら、パキスタンやビルマといったいく
つかの国では、コミュニティラジオは法的に認めら

このように、コミュニティラジオの定義が一義的

れていない。また、ネパールのようにコミュニティ

に定まらないのには、定義の中に理念と構成要件が

ラジオが商業メディアと同じ法制度の中にはいっ

混在しており、団体ごとの理念の違いが、定義の差

ているため、自由な活動が制限されるケースもある。

異として表れていることが原因として考えられる。

AMARC アジア・太平洋地域事務局長のスマン・バ

他のラジオ放送と異なり、特定のコミュニティや利

スネット氏は、特にアジア・太平洋地域の国々にお

益グループが対象であるコミュニティラジオは、放

いて、法的制度が整備されていないことを指摘して

送目的が先にあり、そこから対象コミュニティの範

いる（バスネット 2007）。

囲が定まる。そのため、団体によってそれぞれ異な

通常、公共放送を目的とした電波の管理は中央政

る理念化された放送目的が、定義の一部分を占めて

府によっておこなわれている。コミュニティ単位で

いることが、多種多様な定義を生んだと思われる。

放送がおこなわれるコミュニティラジオは、広範囲

上述の定義にみられる共通項から、理念的表現を

の不特定多数に情報を発信することのできる放送

取り除いたコミュニティラジオの構成要件は以下

メディアを無限に拡大させる可能性をもち、管理が

の通りであると考える。本論においては、コミュニ

煩雑であることから、言論や表現、報道の自由に対
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して積極的な政府であっても、法整備をなかなか進

して、コミュニティラジオ放送に対する周波数の割

めようとしない現実がある。

当が実現した。それを後押ししたのが、10 年以上

バングラデシュにおいても、政府は自らの監視下

にわたりコミュニティラジオによる地域密着型放

にないラジオ放送の政治利用を恐れ、コミュニティ

送モデルを提言しつづけた、BNNRC をはじめとす

ラジオの導入には消極的であった。しかし、現政権

る NGO や市民団体による、政府に対するロビー運

（アワミ連盟）は、社会から取り残された貧困層に

動であった。これらの団体は、バングラデシュ国営

対する福祉政策の一環として、また、通信・放送分

ラジオ放送「Bangladesh Betar」が、過去 40 年にわ

野における自由化プロセスの一環として、ラジオの

たり民主化や経済成長、国家統合に貢献してきたと

周波数を NGO などの民間組織に分配する決定を下

一定の評価を下しながらも、全国画一的な情報しか

した。以下に、バングラデシュにおけるコミュニテ

流せない国営公共放送では、さまざまな人びと、と

ィラジオ認可までの過程を分析し、導入に至るプッ

りわけ遠隔地などの取り残された地域の人びとの

シュ・プル要因を明らかにしたい。

ニーズを満たすことはできないと主張した。彼らと
の公式、非公式での長期間にわたる政策対話を通じ

2-4. 認可までのプロセス

て、政府はコミュニティラジオが社会発展から取り

「変革のための憲章（A Charter for Change）」と

残された人びとの貧困削減や社会的疎外の除去、デ

して知られるアワミ連盟の 2008 年選挙マニュフェ

ジタルデバイドの解消などに有効であり、ミレニア

ストでは、「メディアと情報の自由」が公約として

ム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）

掲げられている。憲章の中では、「いかなるマスメ

を達成するための新たなツールになりうるとの認

ディアの活動も、情報の流れも保証される」と明記

識に至るようになった。同じ南アジア地域で、すで

されており、コミュニティラジオに関しては、「全

にコミュニティラジオが導入されているインドや

国的なラジオネットワークに加え、コミュニティラ

ネパールでの、開発分野における成果も政府を動か

ジオ・サービスの導入にむけたイニシアティブをと

すのにプラスに働いた。そして、2008 年 3 月に当

る」と記されている（Awami League 2008）。

時の非政党選挙管理内閣

2008 年に上述のマニュフェストを掲げて与党の
座についた現政権

2）

3）

が承認したコミュニテ

ィラジオ政策である「コミュニティラジオの設置と

は、メディアと情報の自由を

放送、運用に関する政策」を追認する形で、2010

具体化する措置として、2009 年 4 月に国民の情報

年 5 月までに国内 14 カ所で活動するコミュニティ

に関する権利保護や、情報公開を可能にする情報公

ラジオ局に対して首相官邸（Prime Minister’s Office）

開法（Right to Information Act: RTIA2009）を発効し

より無線局免許が付与された 4）。そのうち 13 ラジ

た。また、2009 年 7 月には情報・知識集約型社会

オ局は NGO 5）によって、１ラジオ局は政府系機関

の構築を目的として、国家 ICT 政策（National ICT

によって運営される。

Policy）を可決した。政府がこのような具体的な情

以上のことから、バングラデシュにおけるコミュ

報政策をとる背景には、一つには情報インフラを整

ニティラジオ導入には、NGO や市民団体による政

えていることを国内外にアピールすることにより、

府に対するロビー運動が、プッシュ要因として作

新たな投資を呼び込み、経済成長につなげたいとい

用したと理解される。加えて、現政権による投資

う現政権の投資戦略がある。もう一つは、隣国イン

戦略、産業政策の推進をも視野にいれた積極的な

ドをモデルとして、IT などの集約的な情報産業を

情報戦略の中にコミュニティラジオが位置づけら

構築することによって、労働市場を開拓したいとい

れたことが、認可実現のプル要因として働いたと

う産業政策の推進である。

考えられる。

このような現政権の積極的な情報政策の一環と
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3. バングラデシュにおけるコミュニティ
ラジオの有用性に関する研究
バングラデシュにおいてはこれまで、権利として
のラジオ放送権を獲得するために、コミュニティラ

ラジオ放送を開始予定である。
③海に囲まれているため、地理的にコミュニティ
ラジオの受益者の範囲が明確に定められる。
④ハティア島は、70 年サイクロン、91 年サイク
7）

ジオの法的整備に関する議論が活発におこなわれて

ロンで大きな被害が発生した地域であり

きた。しかしながら一方で、住民生活におけるラジ

政府によってサイクロン高度危険地域に指定

オの有用性や、情報に対するニーズといった、受益

されている。そのため、災害情報に対する独自

者の視点にたった議論や調査は十分になされてこな

の関心と共通のニーズが住民の中にある。

、

かった。コミュニティラジオ導入にむけた会議に参
加しているのは、政府や国際機関の関係者、NGO の
代表者たちであり、受益者である地域住民の声が反
映される機会はこれまでなかったといえる。
学術研究の分野においても、バングラデシュにお
ける情報通信技術の関心はすでに携帯電話とイン
ターネットに移っており、新聞やラジオ、テレビと
いった旧来の情報ツールに関する研究は近年なさ
れていない。本調査では、新聞、ラジオ、テレビ、
インターネットに関して、所有率、アクセスの場所、
得ている情報を横並びで比較し、ツールごとの特徴
や住民の情報ニーズを分析した。それをもとに、コ
ミュニティラジオのバングラデシュにおける地域
開発への応用可能性について論じたい。

図1

ハティア島の位置（Banglapedia 2011 を編集）

(2) 調査対象者

3-1. 調査概要
(1) 調査地

1 年以上調査対象地域に住居がある世帯の世帯主

2011 年 1 月に、ノアカリ県ハティア郡ハティア

または世帯主に準ずる者とした。

島において、本島を形成する 8 ユニオンに住む計
240 世帯を対象として、情報アクセスに関するアン
ケート調査をおこなった。調査対象地域の選定理由
は以下の通りである。

(3) 抽出方法
現地行政機関では、対象地域の世帯リストを保有
していないことが明らかになったため、ハティア本
島を形成する 8 ユニオンそれぞれにおいて村落リ

①首都ダッカから南に約 180 キロメートル、大型

ストを作成し、そこから 1 ヶ村をランダム・サンプ

船で 15 時間、もしくは車とフェリーで約 9 時

リングによって抽出した。さらに、抽出した村にお

間を要する場所に位置するため、人的移動に関

いて世帯リストを作成し、リストから 30 世帯をラ

しても、情報伝達に関しても不利な立場に置か

ンダム・サンプリングによって抽出した。

6）

れた地域である （図 1）。
②ハティア島内で人的・財政的規模が最も大きい
NGO、Dwip Unnayan Songstha（島開発組織の
意味：以下 DUS）が 2012 年中にコミュニティ

(4) 調査方法
訪問面接法により、各世帯を訪れ、本人との対面
でおこなった。
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3-2. 情報ツールへのアクセスに関する分析

り、住民がそこで新聞を回し読みしたり、壁に貼ら

(1) 新聞

れた新聞を読んだりしている。しかし、ほとんど例

図 2 は週に一度は新聞を読む人の割合である。

外なく茶屋にいるのは全員男性である。イスラーム

37%の住民が情報源の一つとして新聞にアクセス

における伝統的社会規範（パルダ規範）から、成人

している。ハティア島においては、本土から一日遅

女性の日常的な活動空間は、父系の親戚の家々が中

れで全国紙が届けられる。また、ハティアの現地情

庭を囲んで建っている屋敷地（バリ）の中とその周

報を掲載したローカル新聞 2 紙がそれぞれ月に 2 回

辺に限定されている。そのため、女性を茶屋や市場

発行されている

8）

などで見かけることはほとんどない。本調査におい

。

新聞は文字が読める人のみがアクセス可能な限

ても茶屋で新聞を読んでいると答えたのは全員男

られた情報ソースである。バングラデシュ全土の識

性であった。自宅と答えた読者は、新聞を購入し、

）
字率は最新の政府統計（2009 年）では 54.8％9（BBS

自宅で読んでいると考えられる。世帯数でいえば

2010a）であるが、ハティア島が位置するハティア

28 世帯で、調査対象全世帯の 11.67%にあたること

郡における識字率は 2001 年の段階で 21％10）となっ

から、約 10 世帯に 1 世帯の割合で新聞を購入して

ている（BBS 2010b）。2011 年現在では、2001 年よ

いることがわかる。
学校や NGO のオフィス、
役場、

りも識字率が向上していることが予想されること

市場といった公共の場で新聞を読んでいると答え

から、現在では 4 割近い住民にとってアクセス可能

た住民は合計 35%となっている 12）。

な情報ソースとなっていると考えられる 11）。
新聞にアクセスする場所としては、読者の 32%

新聞から入手している情報としては、政治、社会、
マーケットに関する情報が上位にきている（図 4）。

が茶屋、31%が自宅と答えている（図 3）
。バングラ

新聞へのアクセスは、識字率に大きく左右される。

デシュにおいては、茶屋が一般的な社交場なってお

また、中等教育以上の教育がある回答者の中での新
聞を読む人の割合は 59%であるのに対して、中等教
育未満の回答者の中での割合は 8%に過ぎないこと
が本調査で明らかになった。これらのことから、新
聞を苦労なく読める程度の識字能力がある世帯は
教育水準も高いことから、政治や社会といった教養
分野や、市場価格などのマーケット情報が上位にく
ると考えられる。

図2

週に一度は新聞を読む人（n=240）

図3
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新聞を読む場所（n=89）
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(2) ラジオ

わらず情報入手が可能である。また、ドラマ（音楽以

週に一度はラジオを聞く人の割合は 48%となっ

外の娯楽番組を含む）といったエンターテイメン

ている（図 5）。そのうちの 85%が自宅で、9%が茶

トが上位にきていることから、娯楽番組がラジオの

屋、4%が友人宅でラジオを聞くと答えており、ラ

聴取率をあげるのに貢献していると考えられる。

ジオは自宅で入手可能な情報ソースであると言え
る（図 6）。一方で、後に述べるようにハティア島
におけるラジオの所有率は 56%であったことから、

(3) テレビ
今回の調査で最も多くの住民がアクセスしていた

ラジオは持っていても定期的に聞く習慣がない住

情報ソースは、テレビであった。週に一度はテレビを

民の存在も明らかになった。

みる人の割合は 59%で、そのうちの 62%は茶屋でテ

ラジオから入手している情報としては、天気予報が

レビを視聴している（図 8、9）
。自宅も 21%を占めて

最上位にきている（図 7）
。天気予報の関連情報であ

いるが、自宅外（茶屋、友人宅、市場）の合計が全体

り、過去に大きな被害を受けているサイクロンに関す

の 8 割近くを占めており、ハティア島の住民にとって

る情報も上位にきている。これらは、情報に鮮度（ス

テレビは気軽に「見る」ものではなく、
「見に行く」

ピード）が求められることから、発信してから手元に

ものであると言える。テレビの所有率が低い原因の一

届くまでに時間のかかる新聞よりもラジオのほうが

つに電力問題がある。本調査対象世帯で電力供給がな

適していると考えられる。新聞同様に、政治、社会、

されている世帯はわずかに 4％であった。そのため、

マーケット情報なども上位にきているが、ラジオは識

テレビを視聴するための電力を得るためには、高額の

字の有無に左右されないことから、教育のレベルに関

エンジン発電機や太陽光発電設備を購入する必要が
ある。結果としてテレビの所持は、高所得世帯か、茶
屋などの商業目的の場所に限られることとなる。
テレビでみている内容としては、音楽が最上位に
きている。ドラマも上位に入っていることから、住
民はテレビに娯楽性を強く求めていることが理解
される。天気予報、サイクロン情報といった鮮度の
求められる情報に関しては、ラジオ同様にテレビの
視聴から得る住民が多いことが理解される。しかし

図5

週に一度はラジオを聞く人（n=240）

図6

ラジオを聞く場所（n=115）

図7

ラジオから入手している情報（n=115）
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一方で、ラジオとは異なり多くの住民はテレビを自

(4) インターネット

宅外でみていることから、
「見に行く」という行為が情

週に一度はインターネットにアクセスする人の

報の迅速な伝達の足枷となる。サイクロン情報など一

割合は 5%であり、情報ツールとして活用している

刻を争うような事態に対しては、現段階の低いテレビ

住民は少数派であると言える（図 11）
。アクセスし

所有率では対処できないと考えられる。また、政治、

ている人の内、約 8 割は市場の時間貸しのインター

社会、マーケットに関する情報は、情報ソースの違い

ネット屋を使用しており、自宅にインターネット環

にかかわらず、共通して住民の高い関心がうかがえる。

境があるのは 2 世帯のみであった（図 12）
。インター
ネットから得ている情報に関しては、サンプル数が
十分でないため分析の対象外とした。

3-3. 情報ツールとしてのラジオの有用性
表 1 は情報ツールの所持率と、週に一度はアクセ
スする人の割合を示したものである。新聞は、読者
層が識字率に左右されるため、識字能力を問わない
情報ソースであるラジオやテレビに比べるとアク
図8

週に一度はテレビを見る人（n=240）

セスしている人の割合が低い。ラジオは、所持率は
最も高いが、アクセスする人の割合としてはテレビ
に劣る。テレビは視覚的な効果があり、娯楽としても
高いニーズがあることからアクセス割合が高いと考
えられる。しかし、前述のようにテレビの視聴者の内、
自宅でアクセスしている人の割合は 2 割程度である

図9

テレビを見る場所（n=142）

図 11

図 10

60

テレビから入手している情報（n=142）
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図 12

インターネットにアクセスする場所（n=12）
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表1

情報ツールの所持率と週に一度はアクセスする人の割合

や太陽光発電設備が必要なく、サイクロンなど

（n=240）

の災害時でも使用可能である。

3-4. コミュニティラジオ導入にむけた課題と
ニーズ
3-4-1. コミュニティラジオの課題：ラジオ所有
層の拡大
前述のように、現在ラジオを所有している人の割
合は 56%となっており、既存の情報ツールの中では
最も率が高い。しかし、それでも全体の 4 割弱がラ
ジオを所有していないことから、コミュニティラジ
のに対して、ラジオの聴取者の 8 割以上が自宅でアク
セスしていることから、ラジオのほうが物理的に身近
な存在であるといえる。また、バングラデシュで販売
されている携帯電話の大半はラジオの受信が可能で
ある。そのため、約 5 割の世帯が所持している携帯電
話は、通常の携帯電話としての通話や SMS 機能だけ
でなく、ラジオへのアクセスをも可能にしている。イ
ンターネットに関しては、現段階では所持率、アクセ
スの割合ともに低い。原因としては、識字能力だけで
なくパソコンスキルが必要であることや、アクセスす
るための費用が高いことが考えられる。
これらのことから、ハティア島においては、ラジ
オが相対的に他の情報ツールよりも、広範囲の住民
にアクセスが可能な媒体であるといえる。また、今
後コミュニティラジオを導入するに当たり、以下の
4 点からデジタルデバイド解消による住民のエンパ
ワーの効果が得られやすいと考える。

オを地域全体の開発ツールとして位置付けるには
地域における所有率の向上が必要不可欠であると
言える。
調査段階でラジオを所有している人の購入金額
をみると、約半数の世帯が 600tk 未満のラジオを購
入している。最も多いのは 34%を占める 200tk 以上
400tk 未満の価格帯だが、一方で 1,000tk 以上のラジ
オを購入している世帯も 34%となっており、購入額
の二極化がみられる（図 13）。
現在ラジオを所有していない住民に、コミュニテ
ィラジオが開設された場合にラジオを購入するかを
尋ねたところ、76%の住民が購入の意思を示した（図
14）
。また購入可能金額としては、約 6 割の住民が
600tk 未満であれば購入可能と答えている。100tk 以
上 200tk 未満でなければ購入できないと答えた住民
も 11%いるが、現段階ではこの額で新品のラジオを
購入するのは難しい状況にある 14）（図 15）
。この層
は現金収入に限りのある貧困層であると考えられる

①本体端末が比較的低価格であることからテレ
ビや携帯電話、インターネットに比べて住民が
購入しやすい 13）。
②現段階での所有率が高く、自宅で聴取が可能な
ため、公の場所に姿を現す機会の少ない女性に
とってもアクセスがしやすい。
③識字能力がない住民にも理解することが可能
であることから、教育水準の低い貧困層も情報
にアクセスすることが可能である。
④バッテリーで聴取可能なため、エンジン発電機

図 13

現在ラジオを所有している人の購入金額（n=134）

Vol.11

61

日下部 尚徳

ため、コミュニティラジオの受益者層を拡大するた

されるのはすべてハティア島地域に関する情報で

めには購入を促進するための対策が必要である。

あるという前提のもとおこなわれた。ここでは、上
位 5 項目に関して分析を加えたい。

3-4-2. コミュニティラジオに対するニーズ
コミュニティラジオから得たい情報は何かを尋
ねたところ、図 16 のようになった。質問は、提供

(1) 地域のニュース
地域のニュースに関しては、これまで月 2 回発行
の現地新聞のみが唯一の情報源であった。しかし、
これまで述べてきたように、新聞メディアは識字能
力が求められるため、広く住民がアクセスできる情
報ソースではない。そのため、コミュニティラジオ
に対しては地域情報に対するニーズが今回の調査
では最も高かった。地域情報には、子どもに対する
無償の予防接種や遠隔地での出張診断などに関す
る告知放送なども含まれる。

図 14

コミュニティラジオが開設された場合にラジオを
購入するか（n=106）

(2) 天気予報
天気予報は、既存の全国放送のラジオやテレビ 15）
から情報を得ることが可能であるが、地域別の天気
が放送されない、放送時間が住民の生活サイクルに
あっていないなどの問題がある。漁民などは午前 3
時ごろから漁に出発するため、深夜に沿岸部の天候
を知る必要があるが、そのようなニーズを全国メデ
ィアでは満たすことができない。ハティア島では、
天候悪化が予想されるにもかかわらず、知らずに漁

図 15

ラジオの購入可能金額（n=106）

に出た漁民の事故が後をたたないことからも、コミ
ュニティのニーズに沿った天気予報の放送は急務
であるといえる。

(3) 流行病・疫病
ハティア島では、地域医療の体制が不十分なため、
住民は個々の責任で病や怪我に対処しなければな
らない状況に置かれている。そのため、流行病や疫
病の予防接種や対処法などへの関心は非常に高い
と考えられる。特に伝統的に子どもの世話に対して
責任がある女性にとっては、病気は非常に身近かつ
切実な問題である

16）

。加えて、近年の気候変動に

ともない、過去に例のなかった病気がハティア島で
もみられるようになってきている。このような地域
図 16
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オによる流行病・疫病情報の提供が求められている

術利用の促進を図っているが、これら最新の情報ツ

と言える。

ールは端末の価格やアクセス費用が高いことから、
現段階ではアクセスできる層が限られている。一方

(4) サイクロン

で、ラジオは最も古い情報ツールの一つである。だ

ハティア島は、サイクロンの高度危険地域に位置

からこそ技術革新によって価格が抑えられ、誰もが

し、70 年サイクロン、91 年サイクロンで大きな被

簡単に手にすることができるようになった。人口の

害が発生した地域である。住民は毎年襲来するサイ

約 8 割を占める農村住民の生活を安定させる上で

クロンと隣り合わせの生活を送っている。筆者のこ

最低限必要な、天候や災害、流行病に関する情報で

れまでの調査から、住民はサイクロン情報を主にボ

すらいまだに共有できる環境が整えられていない

ランティアによるマイク放送

17）

とラジオから得て

バングラデシュにおいて、コミュニティラジオは、

いることが明らかになっている（Kusakabe 2008）。

「情報」を医療や教育、安全な飲み水と同様に、誰

しかし、住民に警報が伝えられる段階では、「サイ

もが必要なときにアクセスできる社会インフラと

クロンが来るらしい」といった程度の情報精度にな

して位置づけることを可能にするツールであり、情

っているケースが大半であり、そこから自分達の地

報共有を通じた地域開発に資すると考える。

域にどの程度の影響があるのかを判断し、避難する
べきかを決断するのは、極めて困難な作業である。
コミュニティラジオでは地域ごとのサイクロン情

4-2. コミュニティ固有の情報ニーズへの対応
本論では、事例としてハティア島を取り上げたが、

報を、迅速に住民に伝えることが可能であり、災害

そこでの調査からサイクロンや疫病、水難事故とい

対策への貢献が期待される。

った課題に対処するための地域固有の情報ニーズ
が存在していることがわかった。また、ハティア島

(5) 市場価格

におけるベンガル語の発音・アクセントが標準ベン

バングラデシュでは、市場価格に関する情報の欠

ガル語と異なるため、全国メディアで流される情報

如が原因で、農産物や魚の取引価格が仲買人によっ

が正確に把握できないことも明らかになった。ラジ

て安く抑えられるというケースがあり、一部の生産

オでは、インターネットのようにユーザーが自らの

者は困窮状態に置かれている。比較的富裕層であれ

関心のもとに情報にアクセスすることはできない。

ば携帯電話などをつかって市場価格をその都度確

そのため、ラジオから得られる情報は、個人のニー

認することが可能であるが、日々の通話料を負担で

ズから程遠いものになってしまいがちである。しか

きる世帯は限られている。8 割の住民が農民・漁民

し、コミュニティラジオでは住民自らが番組作成に

であるハティア島においては、コミュニティラジオ

参加することにより、コミュニティ全体のニーズを

による市場価格情報の提供が住民の交渉力を高め、

代弁することができる。これは、放送範囲が同地域、

収入向上とともにエンパワーメントに資する可能

もしくは同じ関心・利益を共有する比較的限られた

性を秘めているといえる。

グループだからこそ可能であり、コミュニティの課題
に対してインターネットより広範囲に、一般ラジオ放

4. コミュニティラジオの応用可能性

送より細密なニーズ対応ができると考えられる。

4-1. 誰もが情報にアクセスできる社会の構築
バングラデシュにおいては、すでに 5,000 万台以
上の携帯電話が普及し、都市部では ADSL などのイ

4-3.「心のネットワーク」構築による地域開発の
可能性

ンターネット環境も充実しつつある。バングラデシ

携帯電話やインターネットは個々人の関心のも

ュ政府も上記 2 つの情報ツールによる IT・通信技

と、その時必要な情報にアクセスすることができる
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という点ではラジオよりも優れている。しかしなが

筆者は、このようなマイクロクレジットによる相

ら、それは情報とユーザーの一対一の関係でしかな

互監視型社会が拡大しつつあるバングラデシュに

い。一方でコミュニティラジオは、共通の関心のも

おいて、コミュニティラジオはショミティが目指し

とに発信される情報を共有することによって、ユー

た住民の連帯意識を再惹起し、情報を通じた「心の

ザー間（コミュニティ）に連帯意識を構築できる。

ネットワーク」を構築することが可能であると考え

歴史的にみてもコミュニティラジオは共通の問題

る。例えば、サイクロン被害が多発する一地域の防

を抱える人びとの連帯を促進することにより、問題

災への取り組みをコミュニティラジオで伝えるこ

解決に資してきた（2-1 参照）
。連帯を強めることに

とにより、他の危険地域の住民は、自分たちにも実

よって地域発展につなげる手法としては、80 年代

践可能であることが強く意識でき、また同じコミュ

にバングラデシュにおいて多くの NGO が実践して

ニティの仲間がやっていることなら自分たちもや

きた、生活向上のための相互扶助グループ「ショミ

ってみたいという動機付けにもなる。このような情

ティ（ベンガル語で「グループ」または「組合」の

報を通じた「心のネットワーク」は、特にさまざま

意味）」の手法がある。ショミティ活動の基本は、

な場面で周縁化された住民を水平に結びつけ、問題

定期的なミーティングを通じて日常生活の様々な

解決のためのさまざまなノウハウだけでなく、自分

問題について話し合い、グループで解決への道を探

たちが問題解決の主体であるという認識の共有さ

ることにある。その中で、メンバーは毎週決まった

えも可能にする。これにより、コミュニティラジオ

額を出し合って、ショミティ基金を積み立てる。こ

は、コミュニティを構成するすべてのメンバーが主

のようなショミティ活動の意義は、貯蓄やそれを元

体的に参加できる社会の構築に資すると考える。

手におこなった小規模の投資活動による収入の増
額だけでなく、ショミティが「住民の連帯」を促す

5. 考察

ことにある。下澤（1998）は、ショミティによるグ

バングラデシュにおけるコミュニティラジオの

ループ活動の効果を「抑圧された自分の社会的位置

歴史は始まったばかりである。開発分野での応用可

に気づく」
「生活は自分で変えられる」
「ひとりでは

能性は無限大であるが、同時に未知数でもある。今

無理だが、みんなで集まれば可能性が開ける」とい

後は自らの経験や他国の事例を参考に、地域開発の

った方向に、ひとりひとりの意識を向けていくよう

新たなモデルとして発展させていく必要がある。

にし、それを実践に移すよう促すことにあるとして
いる。

現在運用準備が進められているすべてのコミュ
ニティラジオは、国連機関や各国政府ドナーなどの

しかしながら、近年マイクロクレジット（小規模

国際援助機関からの資金をもとに数年間運営され

無担保ローン）の台頭により、ショミティの活動は

る予定である。しかしながら、その後は外部資金に

低調気味である。ショミティのように長期的に貯蓄

頼ることなく自己資金でラジオ局を運営していか

することなく、投資の元手となる資金を得られるマ

なければならず、独自の収入モデルの構築が必要不

イクロクレジットは、一刻も早く経済的貧困から脱

可欠だ。現在、人力車にのってスピーカーからおこ

したい住民には魅力的に映る。マイクロクレジット

なうアナウンスや、新聞広告を利用している地域情

は無担保であるかわりに、グループに対して貸付け

報の告知関連ビジネスを代替的に担うことにより

をおこない、返済を怠るとグループ全体が連帯責任

収入をあげることが計画されている。地域の冠婚葬

を負うという制度を採用している。同じグループ活

祭等の告知や商業施設の広告、政府や国際機関によ

動であっても、ショミティが連帯を目的としている

る開発関連プロジェクトの告知などによって、十分

のに対して、マイクロクレジットは相互監視を目的

な定期収入が得られるかどうかが課題となろう。

としている点で両者は大きく異なる。
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BNNRC のコーディネーションの下、ラジオ運用を

らかにしていく必要があると考える。

支えるスタッフを対象とした研修プログラムが組
まれている。ジャーナリズムに関する総論から放送

【注】

内容、取材方法などについて専門家研修がおこなわ

1)

加盟放送局のうち約 3 分の 2 をアジア太平洋・

れている。しかし、ここでの研修はあくまでラジオ

アフリカ・中南米地域の放送局が占めており、

局運営のための専門知識を得るためのものであり、

一般的に「途上国」と表現される地域での活動

本論で論じてきたコミュニティラジオの開発分野

が活発である。

での応用可能性に関して、十分なトレーニング・議

2)

2008 年 12 月におこなわれた総選挙では、当時

論がなされるものではない。バングラデシュ政府は、

最大野党であったアワミ連盟が総議席の 3 分

国家開発戦略の最上位に位置づけられる貧困削減

の 2 以上を占める圧倒的勝利を収めた。旧政権

戦略文書（PRSPⅡ"Steps towards Change: National

党のバングラデシュ民族主義党（BNP）党首の

Strategy for Accelerated Poverty Reduction"）において、

ジア前首相の長男をめぐる汚職問題がメディ

防災および教育分野でのコミュニティラジオの活

アで報道されるなど、国民感情が BNP に厳し

用を明記している。しかしながら、具体的な活用方

かったのが要因として考えられる。また、7 年

法に関しては触れられておらず、事業のモデル化は

ぶりの選挙ということで、初めて投票する若年

なされていない。今後は、運営主体である NGO や

層が政党のイデオロギーよりも、これまでの汚

地域社会のみならず、政府や国際援助機関が積極的

職に厳しい目を向けたことも BNP に逆風にな

にコミュニティラジオを開発の一ツールとして位

った。さらに、イスラム政党と組もうとしてい

置づけ、活用することにより、地域開発の新たなモ

た BNP に対し、ここ数年のイスラム勢力によ

デルとして発展させていく必要がある

18）

るテロへの反発もあった。この圧倒的勝利のた

。

め現在アワミ連盟は安定した政権運営が可能

最後に、これまでコミュニティラジオ導入に大き

となっている（日下部 2008）。

な役割を果たしてきた NGO が、ラジオの運営主体
をどのようにして地域社会に移行させていくかが

3)

2007 年 1 月 11 日、イアデュッディン大統領は

課題となろう。バングラデシュにおいて、NGO 職

前年度 10 月末以降の国会総選挙実施をめぐる

員は地域社会のエリート層であり、これまで議論の

社会混乱収拾のため、バングラデシュ全土に向

対象とした周縁化された住民の代表者として同列

けて非常事態宣言を発令すると共に全土に夜

に論じることはできない。地域開発を主導してきた

間外出禁止令を出した。そして、翌 12 日にフ

一部のエリート層による開発政策の一ツールとし

ァクルッディン・アーメド元中央銀行総裁を首

てではなく、あくまで地域住民による地域開発のた

班とする非政党選挙内閣が発足した。2008 年

めのツールとして運用できるかどうかが、コミュニ

12 月 29 日におこなわれた総選挙でアワミ連盟

ティラジオの応用可能性を広げる鍵となると筆者

が大勝し、2009 年 1 月 6 日に新内閣が発足す

は考える。そのためには、意見が反映されにくい女

るまでの間、政治の舵とりをおこなった。それ

性や子ども、高齢者に配慮し、地域住民を巻き込む

までは、与野党ともにコミュニティラジオが相

民主的な運営組織体制の構築が必要不可欠である。

手方に政治利用されることを恐れたため、導入

また、本調査では情報の受け手として地域住民の

には消極的であった。一時的に政権を握った選

情報ニーズを分析したが、今後の調査課題として、

挙管理内閣は、中立非政党内閣であったため、

住民が地域に対して情報やメッセージを発信して

その後の選挙に関する政治的しがらみがなか

いく主体であるという立場から、住民のコミュニテ

ったことが「コミュニティラジオの設置と放送、

ィラジオに対するコミュニケーションニーズを明

運用に関する政策」の承認につながったと考え
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4)

られる。

率全国平均は 46.15％から 54.8％に上昇してい

2010 年 4 月に 12 団体、翌月 5 月に 2 団体に対

る。この間、ハティア島においても若年層を中

して無線局免許が付与された。現段階ではフェ

心に識字率の上昇が予想される。

ーズ 1 としてこれら 14 団体にのみ放送が許可

12) 学校や NGO のオフィスなどには、新聞が自由

されているが、フェーズ 2 として 116 団体が現

に読めるようなスペースが設けられていると

在審査を受けている。

ころがある。また役場や市場の壁などに、新聞

5) バングラデシュにおける狭義の NGO の定義は、
「内閣府に設置された NGO 局（NGO Affairs

13) 日雇い収入の分析に関しては論旨から外れる

Bureau）に登録しており、海外から資金提供を

ため別稿に譲るが、本調査ではハティア島の日

受けている（受けることが可能な）民間開発組

雇い労働者の日当は 100～200tk 程度であった。

織」である（日下部 2007）
。本論における NGO

ラジオの購入額に関しては本論 3-4-1 で論じる。

はこの定義に従う。バングラデシュ人によって

14) ダッカでの市場調査では、ポケット型ラジオが

設立・運営され、バングラデシュ国内に本部が

250～450tk、卓上型ラジオが 350～850tk であっ

ある NGO の数は 2,305 団体におよぶ（NGOAB

た。
15) ハティア島においては国営のテレビ放送が１

2010）。
6)

7)
8)

9)

が掲示されているケースもある。

テレビ・ラジオともに、受信アンテナを設置す

局、国営ラジオ放送が 3 波受信可能であった。

れことにより国営放送のみ受信可能である。た

16) バングラデシュでは、子どもの世話は女性のみ

だし、テレビに関しては電力供給が十分におこ

によっておこなわれる。子ども、特に乳児が病

なわれていないため、太陽光発電設備を設置し

気になったり死んだりした場合、母親にだけ責

なければならず、普及率はあまり高くない（本

任があるとみなされる（池田 1996）。

文参照）。新聞は一日遅れで入手可能である。

17) マイク放送は、現地赤新月社によるサイクロン

70 年サイクロンでは約 1 万人、91 年サイクロ

対 策 プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 「 CPP （ Cyclone

ンでは約 6,000 人が島内で亡くなっている。

Preparedness Program）」や NGO のボランティ

ハティア島で入手可能な全国紙としては、

アが、拡声器をもって村々をまわりサイクロン

Prothom Alo、Kaler Kontho、Jugantor、Amar Desh、

の襲来を伝えるというもので、電気の通じてい

Noya Digonto、Jonokantho がある。ハティア島

ない農村地域において効果的な情報伝達手段

の地方紙としては、Nijhum dwip、Hatiya Kontho

であるといえる。しかし、すべての地域に均一

があり、すべて 8tk で購入できる。

の情報を伝えるのが難しく、また遠隔地に情報

7 歳以上の男女平均識字率。男女別では、男性

が伝わるまでに時間がかかるといった問題が

58.9%、女性 50.6%となっている。

ある。

10) 2001 年段階での 7 歳以上の識字率。男女別で

18) 例えば、サイクロン防災にコミュニティラジオ

は、男性 27.2%、女性 14.7%となっている。バ

を活用する場合、災害時に即応できるよう、緊

ングラデシュにおいては 10 年に一度の国勢調

急マニュアルを作成し、それを利用した訓練を

査によってのみ地域別の統計がだされる。直近

定期的におこなう必要がある。このような取り

の国勢調査は 2001 年であり、そこでの地域別

組みは、政府や国際機関による大きな防災政策

統計が最新のデータとなっている。今現在

の枠組みの中で実施する必要があり、関係諸機

（2011 年 2 月）バングラデシュ統計局によっ

関からのサポートや共同実施体制の構築が不

て 2011 年度の国勢調査が実施されている。

可欠である。

11) 2001 年から 2009 年にかけて、7 歳以上の識字
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Research on Applied Possibility of Community Radio in Community Development
A Case Study of Bangladesh
Naonori KUSAKABE
(Osaka University)
(Japan Society for the Promotion of Science)

Key Word : community radio, community development, Bangladesh
By May 2010, the government of Bangladesh(GoB) gave 14 domestic community radio stations license to broadcast radio
program. Although until recently, community radio has been recognized to have some positive impact in the arena of
community development, the GoB had been disinclined to introduce it because the government worried about the political
use of the radio which cannot be monitored by the government.
This paper illustrates, through literature review, the reasons for the GoB to give permission. In concrete, the reasons include
followings;
a) Information policy set by the current administration includes the community radio. This aggressive policy puts
promotion of investment strategy and industrial policy in its perspective.
b) Lobbying activities by NGO gave GoB recognition that community radio can be effective tool of the development
policy.
Additionally, the paper clarified the effectiveness of the radio as a tool of information distribution based on the quantitative
survey regarding access to the information source to the local people in Hatiya island, Noakhali District, Bangladesh.
After that, analysis on the needs of community radio revealed by this survey will be followed by the discussion on applied
possibility of the community radio to the community development.

68

Vol.11

【論文】
キンシャサにおけるストリートチルドレンの現状と NGO の取り組み

キンシャサにおけるストリートチルドレンの現状と NGO の取り組み
Analysis of the Situation of Street Children in Kinshasa and the Role of NGOs
深

尾 幸 市
(大阪大学)
(大阪青山大学)

キーワード：コンゴ民主共和国、キンシャサ、ストリートチルドレン、NGO
【概

要】

筆者は 1980 年代ナイジェリアに 3 年間駐在し、それを契機にアフリカ生活に関心を持つようになった。また、
この 15 年間大阪市内にある草の根 NGO の一員としてアフリカの子ども支援に携わってきた。
本論はコンゴ民主共和国（旧ザイール）の首都キンシャサのストリートチルドレンの生まれる要因を明らかに
し、また、子どもへの支援の活動を行っている NGO の役割と課題を検討することを研究の目的としている。2007
年 6 月に現地インタビュー調査を実施した。
現地で最大の NGO プラットフォーム REEJER は傘下の NGO 180 と連携をとりストリートチルドレンに関する
アドボカシー、保護と観察、宿泊の提供、医療ケアー、職業訓練、家族捜し等に取り組んでいる。最も大きな課
題は資金不足であった。
インタビューした子どもたちは、男子 31 人、女子 24 人で年齢は 8 歳から 17 歳までである。家を離れた（捨
てられた）要因は「悪魔つき」（悪魔がついて家族を不幸にする）（27.3%）であり、キンシャサにおけるストリ
ートチルドレン発生の大きな特徴である。
子どもたちの将来の夢は男子がサッカー選手やミュージシャン、一方女子は修道女、医師、が上位であった。
今回の調査を通して感じたストリートチルドレンに関して最優先すべき課題は、子どもの救済、すなわち孤児を
保護し、教育および職業訓練を施して、社会参加を可能にすることの重要性である。

はじめに
2005 年 7 月に開催された G8 グレンイーグルズ・
サミットでは「アフリカ救済」が中心議題の一つと
なり、アフリカ支援が世界的テーマになった。

Zaire 以下コンゴ）の首都キンシャサ（Kinshasa）
におけるストリートチルドレンの現状把握と NGO
の役割に深い関心を持つようになった。
本研究では、2007 年 6 月に現地での政府及び国

筆者は、1980 年代、ナイジェリアに 3 年間民間

際機関の関係者、NGO スタッフ等の面接インタビ

会社の駐在員として滞在した。また、これまで 15

ューを実施すると共に施設に保護されているスト

年にわたって大阪市に在る NGO SESCO（Send

リートチルドレンの調査を実施した。NGO による

Schools to Children of the World）の理事としてアフ

ストリートチルドレン支援活動の状況と課題、さら

リカ支援活動を行ってきた。その延長線上で現在、

に組織としての NGO の課題と改善点を検討したも

在日コンゴ人元留学生による草の根活動 Groupe

のである。

Alternative（GA）のストリートチルドレン支援活動
に関わってきた。こうしたことから、コンゴ民主共
和国（Democratic Republic of Congo、旧ザイール：
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１．アフリカの子どもとストリートチルド
レンについて

経済活動を意味している。また、ILO は廃止すべき

1-1.

労働形態を年齢別に定めている。12 歳未満は「す

アフリカの子ども

問わず 18 歳未満の児童によるあらゆる雇用形態と

ユニセフ（2005）の報告では、世界の子どもの推

べての労働」
、12 歳から 14 歳は「学業に差し支え

定総人口は 22 億人、開発途上国の子どもの人数は

ない軽労働以外」、そして 15 歳から 17 歳は「有害

約 19 億人である。サハラ以南のアフリカの 18 歳未

な労働」と「最悪の形態の労働」を廃止すべきとし

満人口は 3 億 4,000 万人である。しかし、栄養不良、

ている。世界で 5 歳から 14 歳の子ども 2 億 1,080

予防接種の不足、HIV/エイズ等により 5 歳未満で死

万人、15 歳から 17 歳の子ども 1 億 4,090 万人の計

亡した子どもの数は世界合計（2003 年）で 1,060 万

3 億 5,170 万人がなんらかの経済活動に参加してい

人おり、一日当り 2 万 9,158 人になると言う。

る。世界では 5 歳から 17 歳の子どものうち 5 人に

5 歳未満死亡率が最も高い国の 10 カ国を降順に

ひとりは働いていることになる（Forastieri 2002:18）
。

並べると、シェラレオネ、ニジェール、アンゴラ、

少年兵：「少年兵の従軍禁止を求める連合」
（The

アフガニスタン、リベリア、ソマリア、マリ、ブル

Coalition to Stop the Use of Child Soldiers：CSC）1）

キナファソ、コンゴ民主共和国、ギニアビサウであ

2003 年のレポートによると世界で約 80 万人の 18

る。アフガニスタンを除いて、9 カ国がサブサハラ

歳未満の子どもが軍隊で働いている。そのうち約

アフリカの国々である（UNICEF 2005:126）。

30 万人は政府軍などに加わって実戦に参加し、約

UNDP の「人間開発報告書」（2004）によると約

50 万人の子どもたちは偵察、スパイ、歩哨、武器

1 億の学齢期児童が学校に通っておらず、そのうち

密輸、物資輸送、雑役として軍務に従事している。

6,000 万人は女児である。10 億人以上が 1 日 1 ドル

アフリカにおいて少年兵の多い国としては、シェラ

未満の貧困ライン以下の状態である。アフリカの状

レオネ、ウガンダ、スーダン、ルワンダの 4 カ国が

況を見れば、2000 年現在、1 日 1 ドル未満で生活す

挙げられる。このほかにエチオピア、ソマリア、コ

る人は 3 億 2,300 万人、初等教育学齢期の未就学児

ンゴ共和国、コンゴ民主共和国、アンゴラ、アルジ

童 4,400 万人、初等教育学齢期で未就学の女子は

ェリア、エリトリア、チャドを合わせて 12 カ国で

2,300 万人である（UNDP 2004:169）。

約 10 万人に達するという（石 2005:122）。

次にストリートチルドレンと密接に関係ある「エ
イズ孤児」
、
「児童労働」
、
「少年兵」についての報告

1-2．ストリートチルドレンの定義
筆者は過去 35 年間に公私の海外出張、駐在、個

をみてみよう。
エイズ孤児：アフリカにおけるエイズは 1980 年代

人旅行として世界 58 カ国を訪問した。訪れた大都

初頭には 100 万人に満たなかったものが、2003 年末

市、中小都市を合わせれば 150 カ所以上になるであ

には約 2,500 万人へと爆発的に増えた。1990 年から

ろう。こうした仕事や旅行の折に路上で働いている

2003 年にかけサハラ以南アフリカでエイズによっ

子どもたちを見かける事も多かった。

て親を失った 18 歳未満の子どもの数は 100 万人未満

谷勝栄（2000）は次のように述べている。

から 1,200 万人以上へと増えた。HIV/エイズのため
に親の一方又は双方を失う子どもは 2010 年には

フィリピンを旅行した人は路上で働いてい

1,800 万人を超えると推定されており、二重孤児（父

る子どもを見たことがあると思う。多くはスト

母がともに死亡した子ども）の数は同じ期間に約

リートチルドレンと呼ばれている。･･･（中

200 万人増えるとされている（UNICEF 2005:68）
。

略）･･･ストリートチルドレンの学問的な明確

児童労働：ILO の報告書によると、「児童労働」

な定義は未だ存在しない。学問的な分析よりも

とは賃金労働者、自営労働者、無給家庭内労働者を

ストリートチルドレンの発生が早い為包括的
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な研究が進まないためである。･･･（中略）･･･

2．ストリートチルドレンへの対応

ユニセフの調査によると世界のストリートチ

2-1．コンゴ民主共和国の概略

ルドレンは少なく見積もって 3,000 万人、多く

コンゴは中部アフリカに位置する共和国で、1960

見積もって 1 億人はいると言われている。･･･

年にベルギーから独立をした。中央部北方を赤道が

（中略）･･･しかし、明確な定義は提供されて

横切っている。面積は 226 万平方キロでアフリカ第

いない。その理由は子どもの年齢基準、路上で

3 位、人口 6,500 万人は第 4 位である（CIA 2007）。

の生活基準、保護とは誰にどの様に、どの程度

歴史的にはベルギー領コンゴとして隣国コンゴ

保護されるかを統一的に決められないからで

共和国（旧フランス領コンゴ）と共に＜コンゴ＞と

ある（谷 2000:139）。

称された 2）。赤道をはさんだ国土の 40%は高温多湿
の熱帯性気候下にあり、多くの河川や湿地が存在し

谷ははっきりした定義はないとしているが、

ている。コンゴには 200 以上の民族が居住すると言

NGO OASIS の Andy Sexton が、ユニセフの定義を

われているが、大部分はバントウー諸語を話す人々

拡大しストリートチルドレンを次の 3 つに分類し

で、北部にスーダン語系及びナイル語系がわずかに

た点に注目したい。

いる。公用語はフランス語であるが別に 4 つの国語
（リンガラ、スワヒリ、チルバ、キコンゴ）がそれ

・Children on the street：家族と繫がっている。多

ぞれ大きな言語人口を抱えている。首都キンシャサ

くの子どもは家計を助けるために路上で働い

の人口は近年急速に増加し 600 万人（2005 年現在、

ているが学校へも行っている。夜には家族の元

CIA 2007）と言われるが、キンシャサ大学の Kyenbe

に戻る子どもである。

教授へのインタビューによれば、現在 1,000 万人

・Children of the street：路上で働き時折家族と連
絡をとるが学校へは行っていない。

までに増加しているのではないかと述べている
（2007 年 6 月）。

・Children in the street：家族と完全に切り離され、

モブツ
（Mobutu）政権は 1967 年新憲法を発布し、

全く捨てられたか放置された一人ぼっちでス

さらに 1970 年の憲法修正により名実共に革命人民

トリートに住んで生きている子どもである。

運動（MRP）の一党支配体制が確立した。以降モブ

（Sexton 2005:2）

ツ政権は 1997 年まで続いた。鉱物資源に恵まれ経
済的潜在力は豊かであったが、度重なる動乱やザイ

本研究では、ストリートチルドレンの定義を

ール現地化政策の失敗により経済全体が破綻し、イ

Sexton の言うように広く捉えるが、キンシャサで行

ンフレに見舞われ、1976 年には対外債務の支払い

った NGO の施設にいる子どもの実態調査では主に

不能に陥ったのである。モブツ大統領は、民主化プ

Children in the street であった。

ロセスを進めないままに政権を放棄して 1997 年 5
月モロッコへ亡命、30 年にわたるモブツ支配は終

1-3．ストリートチルドレンの生まれる要因
ストリートチルドレンの生まれる要因は国によ

わった（モブツ氏は 1997 年 9 月に死去）。
1997 年 5 月にコンゴ・ザイール解放民主勢力連

って異なっているが、共通する部分も多い。即ち、

合（AFDL）の議長カビラ（L.D.Kabila）が大統領に

政情不安（内戦等）、自然災害（食料飢饉等）、経済

就任し、1971 年からの国名であるザイールをコン

的破綻（失業）、家族の崩壊（両親の離婚や死亡）

ゴ民主共和国へと変更した。2001 年 1 月にカビラ

などが挙げられる。

大統領が暗殺され、息子のジョセフ・カビラ（J.
Kabila）が新たに選ばれた。新大統領は和平への意
欲を見せ、2002 年 7 月ルワンダ政府と和平協定が
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締結され状況は好転した。
2006 年 7 月から 10 月にかけてコンゴ独立以来、

務、青少年、子ども、統計の 7 局から成り立ってい
る（Mafu 2007:6）。

初めての民主的選挙が実施され、暫定政権のＪ・カ

ストリートチルドレンに対する主たる政府の所

ビラ大統領（35 歳）は決戦投票で勝利し、12 月に

管部署は社会国民連帯省（Ministere Des Affaires

大統領に就任した。

Sociales Et De La Solidarite Nationale）である。2007

コンゴの主たる基本統計は以下の通りである
（UNICEF 2007：102）。

年 6 月 14 日に同省官房長（Directeur de Cabinet）の
カヤンゲ（Z. Kayange）女史に面接インタビューを

5 歳未満児死亡率の順位 190 カ国中 9 位（2005 年
現在、以下同じ）、5 歳未満死亡率 1,000 人あたり
205 人、 総人口 57,549 千人、 1 人当たり GNI 120
米ドル、 成人の識字率 67％、1 人当たりの GDP の
年間平均成長率－5.2％（1990 年から 2005 年）、年

行った。
女史はストリートチルドレンの生まれる要因と
して次の 5 点を挙げた。
①大家族制度から核家族化して親族の子どもの
面倒まで見られない。

間平均インフレ率 447％（1990 年から 2005 年）、児

②子ども自身が貧困のために家出をする。

童労働（5-14 歳）32％（1999 年から 2005 年）。

③家族が自分の子どもでも養育放棄をする傾向

また、人間開発指数（HDI）の順位は、世界の 168
位（2004 年）と最下位グループである。

がある。
④悪質な神父が金儲けのために親から子どもを
養育すると金品を受け取りながら witchcraft

2-2．政府のストリートチルドレンに対する取り組み
コンゴの教育制度は、6 歳からの 6 年制の小学校
（Primary）が義務教育、2 年制の中学校（The Lower
Secondary ）、 4 年 制 の 高 等 学 校 （ The Higher
Secondary）である。中等レベルの 5 年制（12 歳か
ら 16 歳）の職業訓練学校（Vocational）があり、大
学（University）は原則 4 年である。
世界銀行の「コンゴ民主共和国の教育に関する現
状報告」（2004）によれば、同国の人口は 5,144 万
人（2002 年）の内 6 歳から 11 歳の子どもは 884 万
人であり、キンシャサの人口 615 万人の内、6 歳か
ら 11 歳の子どもは 115 万人であると報告している。
2002 年の小学校就学率は男子 72%、女子 56%であ

（悪魔をもつ子ども）として捨てるケースが
多発している。
⑤コンゴ政府の経済破綻が遠因としてある。
これらに対する政府の対策としては、カヤンゲ女
史は次の 3 点を挙げた。
①教育省では親の負担を軽くするため学費の免
除、厚生省は病院の費用を軽減する措置、労
働省は雇用の創出を増加するよう他省への要
望等をそれぞれ検討している。
②ローカル NGO に対して税金の見直しや免税優
遇ライセンスの発行を検討する。
③親を亡くした子どもの保護・再生センターを内
外の NGO と協力して設置する。

り、中学校就学率は男子 29%、女子 17％、全体で
23％である。キンシャサの小学校就学率は男子 57%、

2-3．国際 NGO、国連機関の取り組み

女子 58%、中学校の就学率は男子 42%、女子 40%

首都キンシャサにおいて多数の市民組織 NGO が

で、全体で 41％と報告されている。（World Bank

活動を始めたのは、1990 年代初期である。2002 年

2004:23, 34-35）

から世界銀行や IMF による年間約 10 億ドルの資金

また、「キンシャサに於ける最近の子どもに関す

援助が国際 NGO に対して行われている。

る報告」
（2007） によると、ストリートチルドレン

現在最も活動している国際 NGO の一つとしてシ

に対応する政府とキンシャサ市の体制は、政府が企

ーモス（CIMOS）がある。これはベルギー赤十字

画、社会、統計の 3 省、市が社会、企画、家族、内

（Croix Rouge Belgique）、国際赤十字国際救援委員
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会（IRC-International Rescue Committee）、世界の医

①子どものセキュリティ

療団フランス（Medecins du Monde France）、Oxfam

②メディカルサポートや夜間の緊急対応

及びセイブ・ザ・チルドレン英国（Save the Children

③市民が悪質な神父に騙されないように、防犯対

UK） の 5 つの国際的な NGO を構成メンバーとし

策のパンフレットやポスターの作成（写真 1）

て成立した組織である。アメリカの NGO としては

④ローカル NGO へ資金援助と運営に関する助言

アフリケアー（Africare）が 2004 年から活動を始め

⑤政府との法整備を含めた連携

ている。こうした国際 NGO の活動の状況をみるた
めに Save the Children Kinshasa と UNICEF にインタ
ビューを行った。

2-3-1．Save the Children Kinshasa
2007 年 6 月 13 日にプロジェクトの責任者のビブ
ラ（Charles Bivula）氏に面接。
コンゴにおける活動の開始は 1994 年のルワンダに
おける 80 万人を超える虐殺の救援からである。キ
ンシャサにおいては 1998 年からストリートチルド
レン支援プロジェクトを開始した。現在はコンゴ国

写真 1

悪質な神父に騙されないためのポスター

内の 9 ヶ所（Mbuji-Mayi、Goma、Bukavc、Uvira、

として活動している。在籍しているスタッフは総計

３．ストリートチルドレンに関する調査と
ローカル NGO の取り組み

30 人で、以下のような活動を行っている。

3-1．キンシャサのストリートチルドレン

Shabunda、Masisi、Walikale、Bevi、Bunia）を拠点

①「子どもの権利」について国民全体に教える。
②公園などでポスター、演劇を通じての「子ども
の大切さ」の啓蒙。
③非識字者が多いためラジオを通しての市民へ
の呼びかけ。
④子どもの軽視し・無視は犯罪であることの市民
への教育。
⑤政府と Save the Children とローカル NGO のネ
ットワークの強化。

マフ（Mafu 2007:8）は、現在のキンシャサにお
ける路上生活者の数として、総数は 18,098 人であ
り、男子が 10,220 人（73.6%）、女子が 3,657 人
（26.4%）と報告している。その 18 歳以下のストリ
ートチルドレンは 13,877 人であり、その内訳は、5
歳まで 766 人（男子 441 人、女子 325 人）5％、6
歳から 11 歳までが 3,657 人（男子 2,546 人、女子
1,111 人）の 26%、12 歳から 18 歳まで 9,454 人（男
子 7,233 人、女子 2,221 人）の 69%である。尚、残
りの 4,221 人は 19 歳から 54 歳までの成人である。

2-3-2．UNICEF Kinshasa
2007 年 6 月 14 日に職員 のアギラー （Javier
Aguilar）氏にインタビューを行った。

この路上生活者は成人を含め市内 578 ヵ所で生活
をしており、路上生活が 486 ヵ所（84.3%）、残りは
92 か所の保護センター（15.7％）である。

UNICEF が把握しているコンゴ国内のストリー
トチルドレンの数は 22,000 人、その内キンシャサ
には 14,000 人と推定している。
UNICEF のストリートチルドレンに対する活動
内容は以下の 5 つが挙げられる。

3-2．キンシャサの保護施設における調査
本調査はストリートチルドレンの現状即ち子ど
もたちが家を出て施設に入った経緯や、教育の程度、
将来への夢等の背景を知り、また、NGO の課題を
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また、子どもの性別は男子 31 人、女子 24 人で年齢

明らかにする事を目的として実施した。

分布は表 2 のとおりである。
3-2-1．調査の対象と方法
対象は NGO から衣食住、教育、訓練等のサービ

（2）子どものアンケート結果

スを受けながら生活している子どもたちである。本

識字率は男子 58.1％、女子 70.8％であった。仕

調査の実施を許可した 5 団体の NGO（REEJER、

事については男子 10 人、女子 3 人が働き仕事内容

ORPER、OSEPER、Hope International、AED）の傘下

としては道路清掃、道路の雑草むしり、自動車の

9 ヵ所の施設に暮らす 55 人の子どもを対象とした。

見張り番などであり、女子はビニール袋入りの飲

調査方法は、子どもを良く知る NGO スタッフの

料水の販売である。一日の労働時間は施設に居る

協力によりフランス語・英語の質問用紙を基に回答

関係上 5 時間程度で収入は 200cf（48 円） 3）から

を得た。一部現地リンガラ語を使用してインタビュー

500cf（120 円）であった。出身地はアンゴラ、コ

を行った。

ンゴ・プラザビルから各 1 人来ているが 87.3％が
キンシャサ出身であった。

3-2-2．調査結果
3-2-3．子どもの教育

（1）調査対象の施設と子ども
調査対象 9 つの施設の概要を表 1 に示した。設立

今回調査した子どもの教育歴をみると、未就学か

年は 1980 年から 2001 年であるが、1980 年代 2 施

ら中学 3 年までいるが、最も多いのが小 6 までの 5

設、1990 年代 4 施設、2000 年以降が 3 施設である。

人、次いで小 2 までの 4 人となっている。名前が書

表1

表2
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けず文章も読めない子どもが 15 人いた。その内訳

て男子 57 人、女子 43 人に対してインタビュー調査

は、学校に行っていない子が 6 人、小 2 が 5 人、小

を行った結果は表 3 のとおりである（Ngoy 2005:

3 が 2 人、小 4 と 5 が 1 人である。学校へ行ってい

172-173）。Ngoy の調査結果では、両親の死亡や離

ない子どもは、すべて読み書きが出来なかった。当

婚が見られないのはインタビュー項目に含まれて

然の帰結とは言え学校教育の重要性が明らかにな

いなかったからだと思われる。
本調査では、witchcraft（悪魔つき）が 27.3%、

った。センターでの授業風景（写真 2）
。

両親の死亡か父または母の死亡が 27.3%と 2 項目
が大きな理由になっている。「悪魔つき」に関して
は UNICEＦが「悪魔つき」に関するキャンペーン
を行っているように、キンシャサにおいて重要な課
題である。食い扶持を減らすために性格の難しい子
や両親を亡くした親類の子どもを「悪魔つき」とい
うレッテルを張って家から追放するケースもある
と言う。次いで自立・仕事を求めてと両親の離婚が
それぞれ 10.9%である。本調査と Ngoy の調査結果
の違いは、路上生活のストリートチルドレンと施設
写真２

ストリートチルドレンセンター・ママアフリカの授業

に入っている子どもの違いであると思われる。

風景

3-2-5．将来の希望
3-2-4．子どもが家を出た理由

子どもたちの将来の職業に対する希望に関して、

子どもたちが、家を出た理由に関しては、2 つの

Ngoy の調査によれば、第一がドライバー/メカニッ

調査があり、
これと本調査の結果を表 3-6 に示した。

クの 57.14%で、以下ビジネスパースン 19.85%、幹

Musisi による調査では、自立と仕事を求めて 39.3％

部職員 14.28%、エンジニア 4.76%、医師 4.76%、ミ

おり、保護者の虐待が 34.4％、両親の離婚が 18.7％

ュージシャン 4.76%となっている（Ngoy 2005:172）。

であり、両親の死亡が 5.5％で少なくカンパラでは

本調査では神父・修道女が 14.5%、医師 12.8%、

「 悪 魔 つ き 」 は 見 ら れ な い （ Lugalla & Kibassa

サッカー選手（男子のみ）16.2%、ミュージシャン

2002:198）。

7.3%、裁縫師（女子のみ）12.5%、ビジネスマン 5.4%、

H.K.Ngoy は 2004 年にキンシャサの施設 CPRK

4）

ドライバー、弁護士、メカニック、教師の順である。

をはじめ路上 4 ヶ所（Central Market、Gambel Market、

ストリートチルドレンの中に将来ストリートチルド

Masina Pascal Market、Tata Raphael Stadium）におい

レンの世話をすると言う子がいたのが印象に残った。

表3

子どもが家を出た理由（％）

出典：J.Lugalla and C.Kibassa 2002 Poverty AIDS And Street Children in East Africa
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自らの将来像を、神父・修道女、医師と言う他者

1998 年にローカル NGO の支援、アドボカシ

支援型職業とスポーツ選手、ミュージシャン、ドラ

ーを主な活動として設立された。傘下に 180

イバー等の自分自身のあるべき姿に分けて見ると

の NGO とネットワークを保持する。事務局

Ngoy 調査結果では後者が多いのに対して、本調査

スタッフは有給 10 名。使命は二つあって一

では他者支援型が 1 位 2 位になっている。この差異

つは子どもたちを保護し、家族を捜し、更正

は路上のストリートチルドレンと施設（特にカト

を図る。二つ目は NGO 組織の拡大とアドボ

リック系）で保護されている子どもたちの環境の違

カシー活動及びスタッフの能力を増強する

いと施設での学習経験に影響されていると考えら

ことにある。年間の財政は収入・支出

れる。

US$350,000（4,260 万円）7）。

なお、14 項目の質問と回答結果の詳細は本稿末
の【APPENDIX】に記載した。

（2） ORPER：Oeuvre de Reclassement et de Protection
des Enfants de la Rue（ストリートチルドレン
の保護と更正）は、1981 年に 5~18 歳のスト

3-3．キンシャサの NGO 調査

リートチルドレンの保護・更正を目的に設立

3-3-1．調査の対象と方法

された。有給スタッフ 58 名、ボランテイア

調査対象は、ストリートチルドレンの問題に取り
組んでいるキンシャサの NGO12 団体に所属するス

スタッフ 18 名。財政は収入・支出 US$360,000
（4,380 万円）
。

タッフ 14 人を通じてである。この選択はストリート

（3） OSEPER：Oeuvre de Suivi d’ Education et de

チルドレン支援のコーディネイトをしているロー

Protection des Enfants de la Rue（ストリートチ

カル最大の NGO REEJER に依頼し、マネージャー

ルドレンの保護と教育）は、1984 年に 6~17

マカイア（O. Macaire）氏の助言を受けた。

歳のストリートチルドレン及び 18~30 歳の

本調査は、2007 年 6 月に 5 つの NGO を訪問した。

シェゲ（ストリートチルドレンのまま成人し

インタビューガイドに基づき 7 人のスタッフにイ

た路上生活者の呼称）の保護と支援を目的に

ンタビューを行った。7 人の役職名は（Director 3、

設立された。現在有給スタッフ 50 名、無給

Administrator 2、Coordinator General 1、Coordinator 1）

スタッフ 120 名で運営されている。財政は収

である。また、別の 7 人に対してはアンケート用紙

入・支出約 200,000ER（3,250 万円）8）。

を配布し、回答を得た。キンシャサでの全ての調査

（4） HOPE INTERNATIONAL：Hope International

は現地 GA スタッフ 5）とキンシャサ大学の情報学部

（希望の国際的な機関）は 1996 年に国際

6）

の 2 人による英語・フランス語の通訳を

NGO ホープインターナショナルの支援の下

介して行った。また、各 NGO でのインタビュー調

に、ストリートチルドレンの中でも 7~18 歳

査に要した時間は 1 時間から 2 時間程度であった。

対象の少女の保護を目的に設立された。有給

アンケート調査の回答には 1 時間を要した。

スタッフ 42 名。主な目的は、貧困に対する

准教授

戦い、弱者に対する公正な扱い、子どもと女
3-3-2．調査結果

性の権利に関する理解、職業訓練、基盤とな

次に示す（1）から（5）の NGO は、実際にオフ
イスを訪問してインタビューを行った。また、
（6）

る施設の修復などである。財政は非公開。
（5） AED PEKABO：Aide a l’Enfance Défavavorisée

から（12）はアンケート調査によるものである。

PEma, Kanisa, BOngis（恵まれない子どもた

（1） REEJER：Le Rėseau des Educateurs des Enfants

ちを助ける会）は 1966 年（1986 年、2000 年

et Jeunes de la Rue（ストリートチルドレンや

に再編成を繰り返し）に 6~18 歳対象のスト

若者に対峙する教育者のネットワーク）は、

リートチルドレンの保護を目的に設立された
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最も古い NGO の一つである。
財政は非公開。

インタビューした各 NGO の計 14 人のスタッフ

（6） PAID：Programme d’Assistance et Integration

全員に個人的な見解として、10 年後の見通しを尋

des Défavorisés（恵まれない人々の支援と社

ねたところ、政府の経済立て直しが成功すれば良く

会復帰プログラム）は 2002 年に精神支援を

なると 2 人が回答したが、残り 12 人は政府の対応

主とする目的で設立。有給スタッフ 13 名、

振りと現在の社会情勢から見て一層悪化すると予

無給スタッフ 2 名。財政は収入・支出

測していた。

US$120,000（1,456 万円）。
（7） EDM：Enfants du Monde（世界の子どもたち）
は 1992 年に保護と支援を目的に設立された。

3-3-4．NGO の取り組み内容について
本調査結果より、NGO の活動内容は以下に述べ

有給スタッフ 4 名、無給スタッフ 8 名。財政

るようにおよそ 10 に分類でき、各 NGO はそれぞ

は収入・支出 US$140,000（1,700 万円）。

れの活動を組み合わせて実施していた。

（8） CSF：Christ Secours Des Faibles（弱者救済の

（1） アドボカシー：ローカル NGO の中で提言活

キリスト）は 2000 年に保護と支援、社会教

動を行っている団体は少なく 2 団体である。

育を中心に置く目的で設立された。有給スタ

REEJER は①子どもの権利を守る、②NGO

ッフ 15 名、無給スタッフ 7 名。財政は収入・

組織の拡大強化、③家族関係の修復について

支出 US$120,000（1,456 万円）。

である。OSEPER はコンゴでも 1990 年 8 月

（9） CPEJD ： Centre Professionnel d’Encadrement

に国連において承認された「子どもの権利」

des Jeunes Désoeuvrés（無職の若者の職業指

を守るためにストリートチルドレンに関する

導センター）は 1992 年にストリートチルド

保護政策、
制度設計、
援助体制を訴えている。

レンの補導と職業訓練を目的に設立された。

（2） 公正な大統領選挙：2006 年 7 月から 10 月に

有給スタッフ 12 名、無給スタッフ 13 名。財

かけて独立以来初めてとも言うべき民主的選

政は収入・支出 US$175,000（2,130 万円）。

挙が実施された。根強い地域性、部族主義が

（10）CEPROSOC： Centre pour la Promotion Sociale

残る状況の中では治安維持に不安があり市民

et Communautaire（コミュニティ活性化セン

に対し選挙期間及び選挙後の平和行動を推進

ター）は 1985 年に全般的支援を目的に設立

し、NGO が暴力行為に参加しないよう呼びか

され有給スタッフ 28 名、無給スタッフ 12 名。

けた。また、ストリートチルドレンに対して

財政は非公開。

選挙期間中の安全を守るよう働きかけた。

（11）AASD： Action d’Aide Sanitaire et de Dévelo-

（3） 保護と観察：ストリートチルドレンが NGO

ppement au plus démunis（最貧の人々の保健

のケアーを受けるきっかけは、①路上から警

衛生改善運動）は 1991 年に保健分野の全般

察官や兵士に連れられて保護される、②

的支援を目的に設立された。有給スタッフ 8

NGO スタッフ、施設職員が街で見かけて補

名 、 無 給 ス タ ッ フ 15 名 。 財 政 は 収 入

導して連れて来る、③子ども自らが施設の門

US$150,000（1,825 万円）、支出 US$165,000

を叩いて入居する、の 3 つに分類される。家

（2,007 万円）
。

庭が原因でストリートチルドレンになった

（12）COLK： Centre d’Orphelinat Lisanga ya Klistu

多くの子どもの行き場所、安心出来る場所と

（キリスト教精神による孤児センター）は

して施設があるが、施設に馴染めず、再び路

1994 年にストリートチルドレンの支援を目的

上に戻る子どもたちも多い。

に設立され有給スタッフ 8 名のみの活動で小規
模組織である。財政は収入・支出共に判らない。

（4） 宿泊の提供：半数の施設は一室に 6 人から
10 人が宿泊しているが、夜間家族の元へ帰
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る通いの子どももいる。子どもたちは年齢に

しく心に負ったトラウマを取り除くのは容

もよるが自分で食事の準備、洗濯、掃除など

易ではないと言う。

をして生活をしている。昼間は施設内で学習

（10）家族捜し：家族探しを行っている NGO が 3

するケースもあるが、多くは学校に通う。訪

団体あった。子どもたちの家族・親元を捜す

れた施設の中の 2 団体は出入りが厳密に管

のは重要な課題である。しかし、親が見つか

理されておらず、正確な子どもの人数の把握

っても引き取りを拒否し、時には NGO に対

が出来ていなかった。

して金銭の要求をする親もいると言う。

（5） 健康と医療ケアー：専門医を置いて子どもの
健康管理や治療を行っている施設は 3 団体

4．考察

のみで、それ以外の施設では何ら対策が打た

4-1．NGO の組織や運営について

れていなかった。

今回、現地で調査した 12 の NGO 団体の内訳は、

（6） 教育：施設で行う教育には基礎教育と職業訓

設立年では、1966 年から 2002 年であるが、半数の

練等がある。社会の中で権利の保障されてい

6 団体は 1990 年代に設立されており、モブツ政権

ない子どもたちの教育を考えると、NGO に

の終焉時に重なっている。各 NGO スタッフの人数

よるインフォーマル教育も重要である。施設

は 10 人から 170 人までと規模の格差がある。コン

では、日常生活の規律を教え、文字の読み書

ゴの現状は収入が伴わないボランティアは望めな

きが出来ない子ども対象に基礎教育が中心

いため、各 NGO スタッフにとって NGO は収入を

になっている。教育環境としては用具や教材

得る「職場」として位置づけている。

が不足していた。

活動資金に関しては、年間収支を公開している

（7） 職業訓練：男子の場合、パン造り、木工、メ

NGO が 8 団体、非公開が 3 団体、判らないが 1 団

カニック、庭での野菜作り。女子の場合は裁

体である。財政規模は最も少ない団体が 12 万 US

縫、調理などである。生活態度の改善が見ら

ドル（約 1,450 万円）
、最大が 36 万 US ドル（約 4,380

れた元ストリートチルドレンをアシスタント

万円）であるが、4,000 万円台が 2 団体、3,000 万円

として NGO が雇い、更に他の子どもたちの

台が 1 団体、2,000 万円台が 2 団体、残り 3 団体は

情報を把握し、NGO に連れてくるフィールド

1,000 万円台であった。資金の入手先は全て海外資

アシスタントとして活用した事例もあった。

金（寄付金）であった。具体的には外国の NGO、

（8） レクリエーション：健康維持や子どもたちの

大使館、国連機関からの支援で、キンシャサにおけ

観察、統率の上で欠かせないのがレクリエー

る NGO は政府やパブリックセクター及び企業から

ションプログラムである。男子ではサッカー、

の財政支援は全く受けていない。

ゲーム遊び、音楽があり、女子では縄跳び、
音楽、バレーボールなどが好まれている。

4-2．NGO の役割について

（9） メンタルサポート：メンタルサポートをして

今回の調査を通じて判明したことの一つに、

いると回答したのは 6 団体である。大学の教

NGO 側からの見解ではあるが政府が財政的に疲弊

員（医師）がサポートをしている施設が１ヵ

し、統治が形骸化しており、それに代わって NGO

所あった。サポートの内容は子どもの心の問

が政策の一翼を担っていることである。政府とロー

題を解決するために心理学的専門知識や経

カル NGO の間に協力関係は在るものの、実際には

験に基づく精神療法が必要とされた。子ども

NGO 側任せになっている。ローカル NGO が政府に

たちは路上で自由気ままな生活を好み、大人

対して貧困対策、法整備の強化等多数の要望を出し

を警戒している。特に少年兵の社会復帰は難

ているが、現在のコンゴ政府の財政状況では、取り
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うる施策は極めて限定されたものになっている。

（efficiency）、有効性（effectiveness）について検証
する必要がある。キンシャサにおける NGO 活動に

4-3．NGO の課題について
本調査を通じて、NGO が抱えている課題の幾つ

ついて未だ評価を求める水準に届いていないが、こ
れは将来の重要な課題である。

かが判明した。
第一に財政課題即ち資金不足・資金調達の問題で
ある。調査対象の 12 の NGO の内 9 つの NGO が資

4-4．他の組織との協力について
4-4-1．コンゴ政府との関係

金不足に悩んでいた。資金の不足のため、①最低限

今回調査したすべてのローカル NGO は何らかの

の食料を供給する事しか出来ない ②建物の増設、

形で政府と協力関係にある。協力関係のメニューと

補修が出来ない ③スタッフの新規採用が出来ない

しては団体の許可、財政支援、NGO 組織の輸入品

等の課題を抱えていた。NGO にとって、財源をい

に対する免税処置、子どもを保護する時の収容斡旋、

かに確保するかが大きな課題である。

エデュケーターのトレイニングプログラム等があ

持続可能な資金調達戦略はアン・C・ハドックに

るが、これまでに取られた処置は団体の認可と免税

よれば ①慈善的な寄付を求める（豊かな人々から寄

品の優遇扱いのみである。ローカル NGO からは、

付を獲得する）
、②企業部門と取り決めを結ぶ（企業

「NGO 組織を認めるだけで政府は何も対策を取ら

部門特に国有企業や CSR に熱心な資金提供者と連

ない」と不満の声が多く出ている。

携を持つ）
、③特別のイベントを主催する（社会に向
けて自らの活動をアピールする）
、④返済可能なロー
ンを利用する（信託基金、慈善援助団体などから借
入る）が考えられる（Hudock 2002 : 訳書 140）
。

4-4-2．国際 NGO との関係
すべての NGO が国際 NGO や国際機関と何らか
の協力関係にあり、国際 NGO から支援を受けるの

筆者が所属する NGO では、ローカル NGO に対し

は良いが、余りに細部に至るまで管理・監督を受け

て、継続性のあるプロジェクト事業、例えば自立支援

るので煩わしいという。また、国際 NGO は自分た

型農業学校の設立を提案している。畜産を学びながら

ちの成果として宣伝している等の批判があり、ロー

食肉やハム・ソーセージなどの加工品を生産、販売し、

カル NGO は、国際機関や国際 NGO も厳しい現状

生活の糧を得ながら自立を目指すプロジェクトであ

を認識し共に現場に入って取り組んで欲しいと訴

る。子どもの自立心を育てる環境を提供し、生きるた

えている。

めに役立つ教育を行う事も必要な視点であろう。
第二の課題は人材の確保と育成である。資金不足
のためにスタッフの雇用が出来ず、また、新規のプ

4-5．ストリートチルドレンに関して
本調査では施設に居る子どもたちを対象とした。

ロジェクトの立ち上げも出来ない。国際機関や外国

しかしストリートチルドレンを施設に入れること

の NGO から人材派遣を行うことや、ローカル NGO

が全ての問題の解決とは言いきれない。伝統的な施

スタッフに対し海外留学生制度の導入の必要性を

設中心のケアーを離れ、路上を基盤とした取り組み、

提案したい。

正規の学校とは異なる路上での教育が UNICEF や

第三の課題は有効なプログラムの構築である。重

Save the Children 等によって始められている。路上

要課題のひとつ医療問題を例にとれば一施設での

での活動としてストリートエデュケーターやスト

対応は負担が大きく、施設間のネットワークと協力

リートソーシャルワーカーといったスタッフに委

が必要と思われる。また、NGO 評価システムの検

ねることになる。路上生活の権利もあるとの考え方

討が求められている。現在 REEJER 傘下の NGO は

があるとすれば、こうした取り組みは重要であり、

月 1 回の事務連絡会を行っているが、評価までは問

その評価も含めて今後検討すべき課題と考える。

われていない。各 NGO の財政（economy）、効果

ストリートチルドレンの問題は、紛争、内戦、経
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済の破綻、貧困といった政治、社会のマクロレベル

頂いた中村安秀大阪大学教授、草郷孝好准教授（現

の問題と地域社会における家族の不和、崩壊という

関西大学）、現地キンシャサでアテンド・通訳を務

ミクロレベルでの問題が複雑に絡み合って生じて

めていただいた J.N. Kyloka、 E. F.W. Maholo、永年

いる問題である。その両面に複眼で対策を打たなけ

の知己 K. Bukasa 医学博士及び現地で快く協力して

れば解決に至らない。それだけに、行政機関や国際

くださった各 NGO スタッフの皆さんと 55 人の子

機関の本格的な対応が求められると共に NGO の存

どもたちに心より感謝申し上げます。

在が一層重要になって来るのである。
【注】

おわりに

1) CSC は 1998 年にロンドンで組織され、ヒュー

キンシャサにおけるストリートチルドレンの実

マン・ライツ・ウオッチ（HRW）
、アムネステイ・

態とローカル NGO の活動と役割を現地で見た限り

インターナショナル（AI）、セイヴ・ザ・チル

では、子どもを取り巻く諸問題は数限りなく広がり

ドレン世界連盟など国際的に活動する 8 団体で

深刻である。とりわけコンゴにおける混沌とした状

組織し、40 カ国にネットワークを持っている。

況は危機的であると言っても過言ではない。現場で
直接子どもたちに接している NGO スタッフの真摯
な活動には敬意を表するが、政府・市の取り組み状
況は形式的で実行を伴っていないのである。特にコ

2) 国名は 1971 年から 1998 年までザイールと称し
ていた。
3) コンゴフランの為替レートは、2007 年 6 月 11
日現在 10CF : 2.43 円で換算した。

ンゴの様に永年に亘る独裁政治がもたらした経済

4) The Kinshasa Penitentiary and Re-education Center

の疲弊と紛争の繰り返しは絶望感さえ覚える。「何

Also known as CPRK, Formerly Makala Jail,

故アフリカへの援助が効果的でないのか」、この課

Wards 9 and 10 are packed with criminal minors.

題は大きいとしてもアフリカ支援のあり方に関し
て一層検討を加える必要があるであろう。
アフリカの現実を見据えると残念ながらストリ
ートチルドレン、エイズ孤児、過酷な児童労働、あ

5) Etienne

F.W.MAHOLO

1955

年 生 ま れ

California Coast University Master of Business 卒
業

コンサルタント

6) Jean NYANDWE Kyloka 1959 年 生 ま れ

るいは少年兵等の子どもをめぐる深刻な状況が近

Kinshasa

い将来になくなるとは思えない。

（Ph.D.Dep.of Biostatistics）キンシャサ大学情報

しかし、2005 年グレンイーグルズ・サミットで
取り上げられたように「アフリカ救済」を継続強化
しなければ世界全体の安定と繁栄は望めない。今回
のストリートチルドレン問題を通じて感じたこと
は、子どもの夢をかなえるためにも最優先すべきこ

University

/

Tulane

University

学部准教授
7) 米ドルの為替レートは、2007 年 6 月 11 日現在
1US$ : 121.66 円で換算した。
8) ユーロの為替レートは、2007 年 6 月 11 日現在
1ER : 162.34 円で換算した。

とは子どもの救済である。従来にも増して国際機関、
援助機関、OECD 開発援助委員会、各国の NGO 等
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14 項目の質問と回答結果は以下の通りである。
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Q.1 あなたは名前が書けますか。

女子 4 人の計 11 人（20%）、以下小 6 までの男子 3

A.1 書けると回答した男子 20 人（64.5%）
、女子 20

人、女子 5 人の計 8 人（14.5%）、小 4 の男子 2 人、

人（83.3%）、全体では 40 人（72.7%）。

女子 5 人の計 7 人（12.7%）に「行っていない」男

Q.2 あなたは文章が読めますか。

子 5 人、女子 1 人の計 6 人（10.9%）がいた。

A.2

Q.9 何故家を離れましたか。

読めると回答した男子 18 人（58.1%）、女子

17 人（70.8%）、全体では 35 人（63.6%）。

A.9 家を出た理由は次表 1 のとおり。

Q.3 あなたは働いていますか。

Q.10 両親はいますか。

A.3 働いている男子 10 人、女子 3 人。

A.10 両親の死亡が男子 8 人、女子 7 人の計 15 人

Q.4 あなたはどのような仕事をしていますか。

（27.3%）、父または母親の死亡は男子 11 人、女子

A.4 男子は道路清掃、道路の雑草むしりの各 3 人。

15 人の計 26 人（47.2%）。両親健在は男女合わせて

女子はビニール袋入りの飲料水の販売が 3 人。他に

14 人（25.5%）と 4 人に 1 人しか生存していない。

荷物の運搬、自動車の見張り番、生ごみの集荷である。

Q.11 お父さんは何（仕事）をしていますか。

Q.5 何時間働いていますか。

A.11 死亡 21 人、判らない 8 人、何処かへ行った、

A.5 一日に働く時間は男子で午前中に 5 時間が 3

兵士、商売が各 4 人、ドライバーが 3 人である。レ

人いたが、女子では最も長い 12 時間が 1 人いた。

ストランで働く、車のメカニック、航空会社で働く、

Q.6 一日いくら稼ぎますか。

墓で働く、両替屋、パンつくり、占い師、ダイヤモン

A.6

ドセラー、農業が各 1 人で定職が無いが 2 人あった。

一日の収入は 200CF（48 円）から 500CF（120

円）
、12 時間働いたケースで 2,500CF （600 円）で

Q.12 お母さんは何（仕事）をしていますか。

あった。

A.12 死亡 31 人、商売 8 人、何もしていない 6 人、

Q.7

何処から来ましたか

キンシャサそれとも

判らない 5 人、何処かへ行ったが 2 人である。レス

よそから。

トランで働く、裁縫の仕事、役所に勤めているが各

A.7 出身地はキンシャサが男子 29 人、女子 19 人

1 人であった。

の計 48 人（87.3%）、他州から男子 1 人、女子 4 人

Q.13 何をしている時が一番楽しいですか。

の計 5 人（9.1%）。アンゴラ、コンゴ・プラザビル

A.13 楽しい内容は別表 2 の通り。

から各 1 人。

Q.14 将来の夢は何ですか。

Q.8 何年学校に行きましたか。

A.14 夢の内容は別表 3 の通り。

A.8 一番多かったのが小学 2 年までで男子 7 人、

別表 1
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家を出た理由（単位：人）

キンシャサにおけるストリートチルドレンの現状と NGO の取り組み

別表 2

別表 3

楽しい内容（単位：人）

夢の内容（単位：人）
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Analysis of the Situation of Street Children in Kinshasa and the Role of NGOs
Koichi FUKAO
(Osaka University )
( Osaka Aoyama University)

Key Word : DRC, Kinshasa, street children, NGO
I resided in Nigeria for 3 years in the 1980 and have observed African matters since then. I am a member of a grass-root
volunteer group, SESCO, which assists the implementation of a project to support street children in Kinshasa.
The main purpose of this study is to find the reason why there are street children in Kinshasa, and to examine the role of the
organizations that support them. I conducted a field survey in June 2007.
Two levels of interviews were carried out. First, for NGOs staff members, questionnaires were distributed to 14 staff from
12 NGOs and the Ministry of Social Affairs, UNICEF and Save the Children. Second, interviews ware conducted with 55
street children ( 34 boys and 21 girls ) from 9 NGO Children centers.
REEJER is the biggest platform body on this issue, coordinating 180 NGOs. Their fields of action are advocacy, protection,
medical care, education, job-training and search for children’s homes. The biggest problem is the lack of funds.
The profile of interviewed street children was as follows. Age : 8 to 17. The main reasons for leaving the parental home are
witchcraft (27.3%), and death of parents. The most popular dream for boys was becoming a soccer player, while for girls
it was joining the clergy.
Finally, it was felt that the most important task ahead is providing these children with relief, protecting them, and giving
them vocational education, thus enabling them to become productive members of society.
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【論文】
障害疑似体験の再構成

障害疑似体験の再構成
疑似体験から協働体験へ
Reconstruction of Disability Simulation Exercises
Collaborative Experience of Disability
松

原
崇
(大阪大学)

佐

藤 貴 宣
(大阪大学)

キーワード：障害疑似体験、障害協働体験、社会構成主義、アクションリサーチ
【概

要】

本研究の目的は、障害疑似体験の可能性について、新たな観点を提示することである。一般に、従来の障害疑
似体験は車いすやアイマスクのような補装具や拘束具を用いて、健常者の身体上に障害者の身体状態を再現する
ことで可能になると考えられてきた。しかし、こうした障害疑似体験に対しては障害学や障害当事者団体より批
判的な見解が提出されてきた。本研究では、体験は人々の間のコミュニケーションを通じて協働的に構成される
と考える社会構成主義の観点に依拠して考案したワークショップ『バリバリツアー』を事例として、新たな障害
疑似体験の方向を提示した。すなわち、障害の疑似体験は、障害当事者に寄り添い、障害当事者と協働である事
柄を障害（ディスアビリティ）として意味付ける過程に参加することによって可能になるとする障害協働体験を
提案した。

謝

辞

本論文で取り上げたワークショップの実施に際し、ソニー・マーケティング株式会社様よりご支援を頂きました。
記して感謝申し上げます。

1. 問題
障害者

次のようになる。通常、障害疑似体験では、車いす
1)

問題に関する啓発や教育にしばしば利

やアイマスクのような補装具ないし拘束具を用い

用されるツールとして障害疑似体験がある。しかし、

て、健常者の身体状態を障害者のそれに近似させる

障害疑似体験に対しては、イギリスの障害学や障害

ことで障害の体験が可能になると考えてきた。しか

当事者団体を中心に批判的な見解が提出されてき

し、本研究では、体験は人々の間のコミュニケーシ

た。そして、その批判に応答するかたちで、様々な

ョンを通じて社会的に構成されると考える社会構

議論や実践が展開されてきた。本研究では、そうし

成主義の観点に依拠し、障害の体験は、障害当事者

た経緯を確認した上で、A 大学で実施されたワーク

に寄り添い、個々の障害当事者と共に、特定の事柄

ショップ『バリバリツアー』を事例として、障害を

を障害として意味付ける過程に参加することを通

疑似体験する可能性について、新たな観点を提示す

じてこそ可能であることを主張する。

ることを目的とした。本研究の結論を先取りすれば
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1-1. 障害疑似体験の活用
まず、国内で実施されている障害疑似体験につい
て概観しておこう。ここでは、障害疑似体験を扱う

り、実施されている障害疑似体験の詳細を知るに
は限界がある。しかし、国内で実施されている障
害疑似体験の概要をうかがうことができるだろう。

新聞記事を題材にして、国内の障害疑似体験の利用
実態を「実施主体」
、
「実施目的」
、
「対象者」
、
「内容」、
「感想」の 5 点からまとめている松原・佐藤（2005）

1-2. 障害疑似体験への批判
こうした障害疑似体験に対して、イギリスの障害

を参照する。松原・佐藤（2005）において分析対象

学や障害当事者団体を中心に、批判的な見解が提出

となっている新聞記事は、1984 年 8 月以降の朝日

されている。そして、批判的見解を示す論者の一部

新聞地方版・全国版の朝刊と夕刊、1986 年 9 月以

は、障害疑似体験は好ましくなく、使用すべきでな

降の読売新聞地方版・全国版の朝刊と夕刊に掲載さ

いと結論する（e.g. Finkelstein 1991; French 1992）。

れた、障害疑似体験に多少なりとも関わる新聞記事

これまでになされた批判については、すでに複数の

のべ 771 件である。

先行研究において丁寧な整理がなされており（e.g.

それによれば、障害疑似体験の実施主体は、「行

Burgstahler & Doe 2004; 関大 Disability Studies グル

政組織」、
「社会福祉関係組織」
、
「学校関係組織」に

ープ 2005; 杉野 2005; 杉野・KDSG 2005）、ここで

分類される。具体的には、市区町村、社会福祉関係

はそれらを参照しながら、代表的な批判の論点を 4

NPO、小中高等学校、専門学校、大学等によって実

つに大別して概説する。

施されている。障害疑似体験の実施目的は、障害者

第 1 の論点は、障害疑似体験では、個人の身体上

問題や社会福祉に関する「啓発」と、障害者に関わ

の機能障害にばかり焦点が当たり、障害者を排除す

る職業への就職を目指す学生や、すでにそうした職

る物理的・制度的バリアや人々の差別的態度といっ

に就いている者への「職業教育ないし研修」に大別

た社会的に生み出される不利益や活動の制約が理

される。具体的には、「障害者の苦労を肌で感じて

解されないというものである。たとえば、Scullion

もらおう」
、
「福祉の芽を育てる」
、
「より良い介護に

（1996）は、障害疑似体験は個人にばかり焦点をあ

ついて学ぶ」等がある。障害疑似体験の対象は、
「地

てるため、障害者を排除する政治・社会構造の要因

域住民」、
「児童、生徒、学生」、
「会社員」である。

が看過されてしまうと指摘する。

障害疑似体験の内容は、車いすや杖といった障害

第 2 の論点は、障害疑似体験では障害者の「無力

者が利用する「補装具を用いた疑似体験」、障害者

さ」ばかりが強調され、障害者や障害に対してネガ

の身体状態を再現するためのアイマスクや耳栓の

ティブな価値付けがなされてしまい、かえって差別

ような「拘束具を用いた疑似体験」、点字や手話の

的な見方を強化してしまうというものである。たと

ような障害者が利用する「コミュニケーション手

えば、Gillespie-Sells & Campbell（1991）は、
「障害

段の疑似体験」、身体介助やガイドヘルプのような

は個人に起こる悲劇的な経験であるという否定的

「被介助の疑似体験」に分類される。障害疑似体

な見かたを強化するに過ぎず、障害を人生や生活の

験の参加者からの感想として、
「恐怖」、
「障害者の

一部を形成していくものとして捉える包括的な見

大変さ」、「障害者を取り巻く環境の問題への気づ

かたを導きはしない」（Gillespie-Sells & Campbell

き」が述べられていた。具体的には、
「目の位置が

1991= 2005:27）と述べる。そのことは、障害疑似

低くなって怖い」、「すごく手が疲れた。車いすの

体験の多くで、個々の障害者が社会が押しつける

人の大変さが分かった」、「これから車いすの人を

不利益にどう対処しているのかを参加者が学ぶ機

見かけたら手伝おうと思う」、「側溝にふたがして

会がない（Burgstahler & Doe 2004）ことにも関係

ないとおっこちそう」等がある。以上の松原・佐

している。

藤（2005）によるまとめは新聞記事に基づいてお

86

Vol.11

第 3 の論点は、障害疑似体験の精度の低さである。

障害疑似体験の再構成

たとえば、Gillespie-Sells & Campbell（1991）は、
「疑

かでどのようにインペアメントを持つ者が差別さ

似体験できるのはある個人が突然身体機能の障害

れ、ディスアビリティを被っているのかを理解した

を負ったときの状態やそのときの感情のみである。

上で、そのような社会を変革するための具体的な一

方向感覚を失ったようになったり、普段できている

歩を踏み出すことが奨励される。このような方針の

ことができなくなったりという体験をすることに

違いはそれぞれの研修の内容の違いとして現れる。

なる」
（Gillespie-Sells & Campbell 1991=2005:27）と

障害啓発研修ではインペアメントの医学的・解剖学

述べる。また、福島（1997）は、障害疑似体験が通

的な情報や援助技法の習得を通じて、「何ができな

常、短時間のセッションとして実施され、「実際の

いか」
、
「どうすればできるように助けることができ

障害（固定した症状が永続する）とは異な」り、
「『症

るのか」を理解することに重きがおかれる。そのた

状の不安定さ』、
『症状の進行』といった可変的状態

め、障害啓発研修では、専門家による講習が行われ、

がシミュレート出来ない」
（135）と指摘する。

援助技術習得のための手段としてインペアメント

第 4 に、倫理的な問題である。Gillespie-Sells &

の疑似体験が導入される。他方、障害平等研修では

Campbell（1991）は、障害疑似体験が「研修を行っ

障害の社会モデルの観点から、「何がディスアビリ

ている部屋から外に出て『試しにちょっとやってみ

ティを生み出しているのか」、
「どうすればディスア

る』といった程度に扱われ、しばしば楽しい遊びや

ビリティを生み出す社会を変えていけるのか」を学

ゲームのように行われる」と指摘し、それは「障害

ぶことが重視される。そのため、障害平等研修では、

者にとってはとても侮辱的なことであり、冗談の対

ディスアビリティを被る当事者の指導のもと、既存

象となったようにさえ感じさせる」（Gillespie-Sells

の法律や制度、サービスについての講習、ならびに

& Campbell 1991=2005:28）ことを批判する。

行動の変革を目指した事例検討、ロールプレイ、ワ
ークショップなどが行われる。

1-3. 障害疑似体験の行方

もうひとつの方向は、障害疑似体験を完全に否定

こうした批判を受け、障害疑似体験は主に 2 方向

するのではなく、批判を受け入れた上で有効に活用

へと展開していく。そのひとつが、障害疑似体験を

する方策を探ろうとする立場である。たとえば、

棄却し、新たな手法を開発するものである。代表的

Burgstahler & Doe（2004）は、注意深くプログラム

なものとして、障害平等研修（Disability Equality

をデザインすることで障害疑似体験がもたらすネ

Training）を挙げることができる（e.g. Gillespie-Sells

ガティブな効果を回避できると述べ、ひとつの成功

& Campbell 1991; 久野 2001; Harris & Endield 2003）。

事例として Pfeiffer（1989）の取り組みに言及して

これは、障害者が被る不利益を社会的な問題として

いる。Pfeiffer が考案したワークショップは、障害

認識する障害の社会モデル 2)の観点から、障害者自

疑似体験をインペアメントそのものではなく、障害

身がファシリテーターとなり、差別としての障害者

者に付与される社会的なスティグマを学ぶ手法と

問題に対して理解を促すものである。Gillespie-Sells

して活用している点に特徴がある。具体的なプログ

& Campbell（1991）やその訳者である久野（2003）

ラムは次のような手順で行われる。参加者のひとり

の解説によれば、障害疑似体験に代表される従来の

が車いすに乗車し、市街地に出て街路を移動しなが

障害啓発研修（Disability Awareness Training）は障害

ら食事や買い物など日常的な生活の擬似体験を行

を障害者個々人のインペアメントに起因する問題

う。その他の参加者は車いす体験者に対する周囲

と捉える障害の個人モデルに立脚しており、インペ

の反応を観察する。その後でミーティングを行い、

アメントを理解して、どのように援助すべきかを学

参加者のあいだで車いすを体験してみての感想や

ぶことに焦点を当ててきた。それに対して、障害平

車いす利用者に対する周囲の反応を観察して気づ

等研修では、障害の社会モデルに立脚し、社会のな

いたことなどを議論し、そこで得られた認識を共
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あって、その言葉が指し示すようなかたちで世界が

有する。
このほか、障害疑似体験を単独のプログラムとし

経験される』と主張する」
（野口 2002:17）。そして、

て実施するのでなく、他のプログラムの一部や出発

言葉を含むあらゆる表現は、「人々の関係の中でど

点と位置付ける提案もなされている。たとえば、杉

のように用いられるかによって、その意味を獲得す

野（2005）は、障害疑似体験のネガティブな効果を

る」（Gergen 1999=2004:73）と考える。つまり、社

受け入れ、それを学習の出発点とすることを提案す

会構成主義の観点からすれば、体験は外在する環境

る。つまり、前項でまとめた障害疑似体験の問題は

からのインプットを源として個々人の内面に生ま

「現実」の問題をそのまま反映したものであり、障

れるのではない。そして体験を語る言葉は個人の内

害疑似体験を通じて、参加者がその「現実」を対象

面に生成された体験を外部に表現する単なる記号

化し、そこから学習を始めることは間違いではない

ではない。そうではなく、社会構成主義では、体験

と主張する。

は人々の間でのコミュニケーションを通じて、人々
の間で構成されると考える。

1-4. 社会構成主義の導入
このように、障害疑似体験への批判を受けて展開

こうした社会構成主義の観点に依拠すると、批判
後の障害疑似体験に関する分裂した展開を統合的

された二つの方向は、障害疑似体験の使用を巡り一

に理解できると思われる。つまり、障害平等研修は、

見正反対の立場にあるように見える。しかし、本稿

ロールプレイや事例検討、ワークショップといった

では、社会構成主義の観点を援用することで両方向

密接なコミュニケーションがなされる場を通して、

の狙いを統合的に理解することが可能になると考

障害者の講師の主導の下、参加者が講師や参加者と

える。

の関係のなかで改めて障害にまつわる現実を構成

繰り返すと、障害疑似体験は、車いすやアイマス

することを目指したものであると言える。また、障

クのような補装具や拘束具を用いて、障害者のイン

害疑似体験を用いる Pfeiffer（1989）や杉野（2005）

ペアメントを健常者の身体上に再現することによ

のプログラムは、障害疑似体験プログラムに関する

り、障害の疑似体験を行うものである。ここでは暗

体験を事後的に参加者の間で語り合うことを通じ、

黙のうちに次の 2 点が前提とされている。第 1 に、

差別問題として障害の問題を構成し直すことを目

障害とはインペアメントのことであるとする障害

指したものであると言える。以上を踏まえれば、重

の捉え方に関わる前提である。そして、第 2 に、身

要なのは、障害疑似体験を用いるか否かではなく、

体も含む外在する環境からのインプットを源泉と

障害をめぐる体験を適切に（再）構成する対話を演

して個人の内面に体験が生じるという体験の捉え

出し、その過程に参加者を上手く参加させることで

方に関わる前提である。

あると言えるのではないか。

障害疑似体験に対する従来の批判は、障害の社会

本稿では、こうした観点に拠り試行的に考案した

モデルの観点から、主に第 1 の前提に対してなされ

ワークショップ『バリバリツアー』を事例として取

てきた。つまり、障害疑似体験がインペアメントの

り上げる。このバリバリツアーでは、上記の観点に

疑似体験に過ぎないことに対して批判がなされて

基づき、次の 3 点に配慮した。第 1 に、障害者の被

きた。他方、第 2 の前提はこれまでは明示的には問

る諸問題を障害者個人ではなく外部環境へと問題

われてこなかったように思われる。本稿は、この第

帰属するような文脈を用意することである。冒頭に

2 の体験の捉え方にまつわる前提を社会構成主義の

も触れた松原・佐藤（2005）は、障害疑似体験に関

観点から捉え直すことにより障害疑似体験の再構

する新聞記事の内容分析を通して、参加者の感想が、

成を試みることを主眼とする。

障害疑似体験の埋め込まれた文脈に依存すること

社会構成主義では、体験について、
「『言葉が先に
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を指摘している。たとえば、「障害者の苦労を肌で

障害疑似体験の再構成

感じてもらおう」といった目的でなされた障害疑似

2. 方法

体験においては「すごく手が疲れた。車いすの人の

2-1. アクションリサーチの概要

大変さが分かった」という感想が述べられる。この

A 大学で実施されたワークショップ『バリバリツ

点を踏まえ、バリバリツアーでは「障害者の移動を

アー』において、アクションリサーチを実施した。

妨げるバリアを発見する」という文脈を用意した。

著者らはバリバリツアーの企画段階より関わり、デ

特に、ワークショップの冒頭で目的を説明し、参加

ジタルビデオカメラとデジタルカメラを用いて写

者間の対話の方向付けを行うことを試みた。

真や映像を記録するとともにフィールドノーツを

プログラムを構成する際に配慮した第 2 の点と

作成した。本研究では、以上の資料に基づき、2006

して、障害者が企画者として参加することがある。

年 6 月 7 日に実施されたバリバリツアー第 1 回に焦

ディスアビリティを被る当事者である障害者が、企

点を当て、考察を行う。なお、本稿は事前に関係者

画者側に加わり、ワークショップ内での対話を主導

に提示され公刊の許可を得た。

し、方向付けることが重要だと考えた。バリバリツ
アーでは、グループごとにキャンパスを回る際、そ

2-2. バリバリツアーの概要

れぞれのグループにキャンパスのバリアに詳しい

バリバリツアーは、大学キャンパスの物理的・制

立場にある障害学生が必ず加わり、対話を主導する

度的なバリアを発見し取り除くことと、障害学生の

役割を担うこととした。ただし、グループ内の障害

バリアとなる事柄にセンシティブな大学コミュニ

学生がそうした役割を担っているということは参

ティを創ることを目的として企画された。バリバリ

加者には明かさないままで行われた。

ツアーは『ソニー・マーケティング学生ボランティ

そして、配慮した第 3 の点として、参加者の間で

ア・ファンド』という学生のボランティア活動を対

対話を喚起する仕掛けを設けることがある。体験が

象とした助成を得て、2006 年 2 月 24 日と同年 6 月

対話を通じて、協働的に構成されるものであるとす

7 日にそれぞれ 2 時間かけて実施された。企画と運

るならば、障害学生を含む参加者の間での対話を喚

営を担ったのは、当時 A 大学の障害学生支援室非

起する必要がある。すでに述べた障害学生が対話を

常勤職員であった第 1 著者、全盲の学生であった第

主導する役割を担うというのもひとつの仕掛けで

2 著者、車いすを使用する学生 1 名、障害のない学

ある。その他にも、Pfeiffer（1989）の取り組みや杉

生 3 名、大学近郊に所在する障害者自立生活センタ

野（2005）の主張を参考にあえて障害疑似体験を採

ーのピアカウンセラー1 名であった。参加者は、ポ

り入れること、障害学生を含むグループ単位で参加

スターや電子メールを通じて、学内から募集された。

すること、メモや写真撮影を採り入れること、グル

募集の結果、試行的に実施された 2006 年 2 月 24 日

ープでバリアを書き込んだ地図を作ること、発表や

の『バリバリツアー第 0 回』では 8 名、2006 年 6

討論の時間を多く取ることといった対話のきっか

月 7 日の『バリバリツアー第 1 回』では 12 名の障

けとなり得ると思われる仕掛けを導入した。

害のない学生や教員が参加した。続いて、バリバリ

本稿では、こうした 3 点に配慮して構成されたバ

ツアー第 1 回の過程を大きく 4 つに分けて紹介する。

リバリツアーを事例とし、障害の体験を疑似体験す
る可能性が、障害当事者に寄り添い、障害当事者と

2-2-1. オリエンテーション

協働的に、ある事柄を障害（ディスアビリティ）と

参加者が指定された教室に集合した後、約 20 分

して意味付ける過程への参加にあることを例示す

を費やして、
「オリエンテーション」が実施された。

ることを目的とする。

はじめに、企画者からの指示を受けて、参加者のあ
いだで、所属と氏名について自己紹介が行われた。
企画者のうち、中心的な役割を果たしたひとりであ
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る B から時間をかけてバリバリツアーの趣旨と流

イマスクを用いた障害疑似体験者の参加するグル

れが解説された。丁寧にワークショップの文脈を設

ープが構成された。障害学生と障害疑似体験者以外

定することが、体験を協働的に構成する対話の方向

のグループメンバーは、必要に応じて、障害学生と

付けに寄与すると考えたためである。参加者に対し

障害疑似体験者の介助をするよう指示がなされた。

てなされた説明のうち、バリバリツアーの趣旨と流

グループの確定後、グループの代表者は再びくじ引

れがまとめて説明されている箇所を抜粋する。

きを行い、それぞれのグループが達成する「ミッシ
ョン」が決められた。「ミッション」は、車いすを

それで、今日のバリバリツアーは、参加者の

使用する学生を含むグループが「キャンパス内の複

皆さんが、バリアっていうものについてのリテ

数の大学生協で買い物をしてくること」
、第 2 著者

ラシーを向上してもらうということを目指し

を含むグループが「大学のそばにあるファミリーレ

て企画されました。キャンパス内を障害を持っ

ストランでお茶を飲んでくること」であった。そう

ている学生と一緒に回るなかで少しでも考え

した「ミッション」は「学生生活のなかでよくある

てもらえたらと思っています。具体的には 3 つ

行為」から企画者によって選択された。その理由は、

のセッションを用意しています。ひとつは、キ

第 1 に良く使用する箇所のバリアを発見するため

ャンパスツアー。もうひとつが、マップ作り。

であり、第 2 に参加者の全員にとってなじみがあり、

最後に、マップの発表と賞品の贈呈になります。

それについて対話しやすい環境であると考えたた

キャンパスツアーというのはこれから車いす

めである。その後に、企画者から、キャンパスツア

や白杖を使って、回ってもらいます。その際、

ーで使用する道具として、ポストイットやデジタル

グループごとにミッションを与えるのでそれ

カメラ、ツアーのルートが記されたキャンパスのマ

を遂行してもらいます。そのあと、マップ作り

ップ、生協やレストランで使う 2,000 円（1 名 500

を行ってもらうんですが、ツアー中に感じたバ

円ずつ）がグループごとに配布された。

リアだなと思うものをメモに取ってもらった
り、写真撮影してもらったりして、模造紙をお

2-2-2. キャンパスツアー

渡しするので地図に表現してもらいたいと思

続いて、グループごとに、約 60 分を費やして、

います。それから、作成した地図を各グループ

それぞれが定められたルートに沿ってキャンパス

に発表してもらいます。この発表に基づいて、

を回り、「ミッション」を遂行した。その際には、

発見したバリアの度合いに応じて、障害学生が

障害学生にとってバリアになると思われた箇所や、

評価します。それに応じて、最後に賞品を贈呈

その他の気になった箇所をグループごとに探索し、

します。楽しみにしておいて下さい。

デジタルカメラやポストイット、キャンパスマップ
を利用して、メモや写真記録を残してもらった。写

このように、趣旨と流れが説明された後、くじ引
きによって、参加者が 4 名で構成されるグループに

真 1 と写真 2 は、キャンパスツアーの様子の一例で
ある。

分けられた。その際、グループに必ず障害学生 1 名

写真 1 では、第 2 著者とアイマスク・白杖による

が入るよう調整された。そして、障害学生以外の 3

障害疑似体験者を含むグループが大学キャンパス

名のうち 1 名が、同じグループの障害学生と同じ障

の歩道を移動している。写真 2 では、車いすを使用

害種別の疑似体験を行うよう指示がなされた。その

する学生と車いすによる障害疑似体験者を含むグ

結果、具体的には、車いすを使用する学生および車

ループが、大学生協で買い物をするという「ミッシ

いすを用いた障害疑似体験者の参加するグループ

ョン」を遂行している場面である。

と、全盲の学生である第 2 著者および白杖およびア
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2-2-3. マップ作り

ストイットもマップ作りの材料として自由に活用

キャンパスツアーからグループが戻った後、約

してもらった。どのグループも、キャンパスの白地

30 分を費やし、グループごとにキャンパスの白地

図にグループがキャンパスツアーで辿った経路を

図を印刷してある模造紙を用いて、キャンパスツア

示した上で、どこがバリアだったかを議論しながら、

ーで見出したバリアや気になる箇所を整理しても

地図に書き込んだり、ポストイットを貼り付けたり

らった。その際、キャンパスツアーで撮影した写真

といった形式で進められていた。写真 3 はマップ作

はグループごとに重要と思うものを 5 枚選択して

りの様子である。マップの具体例のひとつは写真 4

もらい、企画者側で印刷して、マップ作りの材料と

の通りである。

して渡した。
また、キャンパスツアーにおいてメモを取ったポ

2-2-4. ディブリーフィング
マップが完成した後で、約 60 分をかけて、グルー
プごとにマップに基づき、キャンパスツアーで見出
したバリアや気になる箇所についての発表を行って
もらった。また、参加者各自からキャンパスツアー
の感想が述べられ、それについて、ディスカッショ
ンが行われた。その後、企画者から参加者に対して、
賞品が贈られた。オリエンテーションの際の説明に
あったように、賞品は、発見したバリアの度合いに
関する障害学生の評価に応じて贈呈されることとな

写真 1

キャンパスツアー①

写真 2

キャンパスツアー②

写真 3

マップ作り

写真 4

写真 5

マップの一例

ディブリーフィング
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っていた。しかし、ディスカッションを経るなかで、

ことを契機として、D に対し、商品棚がバリアの意

参加者の間には、
「どのバリアが良い悪いなんて評価

味を帯びて現れている。言い換えれば、商品棚をバ

できないんですよね。立場によって違うから」
（車い

リアとして体験している。そして、それを指摘する

すを使用する学生からの発言）という共通認識が生

体験の語りに対して、周囲が協働的に承認を加え、

まれたため、グループごとの代表者がじゃんけんを

グループのなかでバリアの体験が現れている。しかし、

して、勝ったグループから順番に希望する賞品を取

このエピソードでは、D のバリアの体験の語りがそ

ってもらうこととなった。賞品として用意されたの

のまま周囲に受容されているため、そこで体験が対

は、障害者が日常生活のなかで用いる、点字トラン

話を通じて協働で構成されているということは見え

プや点字オセロ、区別するための印のついたシャン

にくい。体験が協働的に構成されることが分かりや

プーとリンス、差し込む方向が分かるよう切れ目の

すいと思われるのは、次の 2 つのエピソードである。

入った図書カード等であった。こうした賞品につい
て、第 2 著者から、
「障害のある人たちにとってち
ょっとした工夫が便利になることがあるというこ
とを知ってもらえれば」と発言がなされた。

エピソード 2：
キャンパスツアーにおいて、白杖とアイマス
クによる全盲の疑似体験を行っている参加者 E
が横断歩道に差し掛かり、「歩道と車道の間に

3. 結果・考察

ある段差が、小さいんやけど、怖い」と発言し

3-1. 体験の協働的構成

た。それに対し、第 2 著者が、
「でも、段差が

バリバリツアーを通じて、障害学生を含む参加者

なさ過ぎると［視覚障害者は］困るんですよ。

の間で、バリアをめぐり様々な対話が交わされた。

歩道と道路の区別もつかないし、困っちゃうん

ここでは、社会構成主義の観点に基づき、バリアの

ですよ」と述べ、E を含む周囲のグループメン

体験がどのように対話を通じて構成されているか

バーが「ああ」と納得した様子を示した。その

を検討していこう。

後、ディブリーフィングにおいて、他のグルー
プの参加者から「設計者としては、基準を守っ

エピソード 1：

ているものはある程度は使えるんだなってい

キャンパスツアーにおいて、大学生協で買い

うこと。段差を 2cm 以内にしなさいっていうの

物をするという「ミッション」を遂行している

が住宅設計にもあるけど、それは確かに車いす

際のことであった。車いすを使用する障害学生

で超えられるんですね」という発言があった。

C が商品棚に接近したところで、障害疑似体験

その後、その発言を受け、E が「さっき先生が

をしていない参加者 D が「ここ上のもの［棚の

おっしゃった 2cm っていうのは、車いす利用者

3)

上部にある商品］ 取れないですよね」と発言

にとってのことですよね。でも、私は視覚障害

した。それに対して、周囲が「ああ」
、
「ほんと

の疑似体験をしたんですが、段差がないのも、

や。でも、これは取れる、ああ、あれは取れな

歩道と道路の区別がつかないし、怖いですよね。

い」
、
「手伸ばして［C が手を伸ばしているとこ

だから難しいなって」と述べた。

ろを］、写真［に］撮ろうか」と賛意を示した。
エピソード 3：
C が大学生協の商品棚に近づいたところで、D が、

キャンパスツアーにおいて、ファミリーレス

車いすを使用する C は商品に手が届かないのではと

トランでお茶を飲むという「ミッション」を遂

指摘し、それに対して、他のグループメンバーが賛

行している際のことであった。グループの全員

意を示している。ここでは、C が商品棚に接近した

がテーブルについたところで、店員からメニュ
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ーが渡された。第 2 著者は、「点字メニューな

について、従来とは異なる方向を示唆している。従

いの？ ちょっと聞いてみて」と他のメンバー

来の障害疑似体験は、障害の疑似体験の可能性がイ

に促した。グループのなかで障害疑似体験をし

ンペアメントを、インペアメントをもたない者の身

ていなかった参加者 F が、
「すいませーん」と

体上にどれだけ正確に再現できるかということに

店員に聞き、店員の回答を聞いて、「ないみた

あると考えてきた。そこには暗黙のうちに、障害者

いですね」と第 2 著者に伝えた。第 2 著者は「ふ

の問題をインペアメントへと還元する障害観と、体

うん」と言い、
「じゃあ、読んでもらおうかな」

験を個人内面へと還元する体験観が前提とされて

と周囲の参加者にメニューを読み上げるよう、

いた。それに対して、これらのエピソードを社会構

促した。注文後、F は、
「点字メニューがないの

成主義の観点から考察することで示唆されるのは、

もバリアやね」と述べた。それに対し、第 2 著

ディスアビリティとしての障害を疑似体験する可

者は「点字読めないやつもいるからなあ」と述

能性は、ある状況が、インペアメントを持つ人たち

べた。F は、ディブリーフィングの際、個々人

に対してディスアビリティとして立ち現れる場面

の感想を述べるなかで「レストランに点字メニ

に寄り添い、その意味付けを相互承認する過程に参

ューがなかった。ただ、点字も読めない視覚障

加することにあるということである。ここでは、こ

害のある方もいるから、点字メニューがあれば

うしたある状況をディスアビリティとして協働で

いいっていうんじゃなくて、拡大したメニュー

意味付ける場面に参加することで障害の疑似体験

とかもあるといい」と述べた。

をすることを試みたプログラムを「障害協働体験」
と呼ぶことにしよう。バリバリツアーは、こうした

エピソード 2 では、全盲の疑似体験をしている際

障害協働体験プログラムの一例であると言える。

に、E が「視覚障害者にとって怖いもの」として体
験した歩道と車道の間の小さな段差に対し、第 2 著
者から「歩道と車道の区別が付かないから段差がな

3-2. 新たな体験を可能にするナラティブ・コミュ
ニティ

さ過ぎるのも怖い」と異なる意味付けが重ねられて

ここで注意をうながしておきたいのは、体験（の

いる。その後のディブリーフィングにおいて、車い

語り）は、それを承認する他者を前提としなければ

す使用者にとっての段差に関する発言に対し、E が

原理的に不可能であるということである。浅野

第 2 著者からの発言を自らの体験に採り入れたか

（2001）は、自己の体験について語る「自己物語」

たちでコメントを行っている。ここでは、段差を前

は、常に自己言及のパラドックスを孕んでいると言

に生じた E の体験の語りが、後に第 2 著者の語りを

う。つまり、自己物語においては、「物語る自分」

受けて、変化している様子が見て取れる。エピソー

と「物語られる自分」との間に同一性と差異性が同

ド 3 も、その点において、エピソード 2 に類似した

時に求められる。言い換えれば、語る自分と登場人

対話である。エピソード 3 では、まず、第 2 著者に

物としての自分は異なっていなければならないが、

促され、点字メニューがないということが F にバリ

自己物語である以上、その視点は同一でなければな

アとして体験される。その後、第 2 著者によって

らないという自己言及のパラドックスが存在する。

「［視覚障害者でも］点字読めないやつもいる」と

その結果、自己物語には、未決定性ないし非一貫性

いう新たな意味が重ねられる。それを受け、F は、

といった性質が生まれる。そして、こうした自己言

ディブリーフィングにおいて、自らの感想として、

及のパラドックスを隠蔽するのが他者の承認である。

「文字を拡大したメニューもあればよい」という新

もちろん、物理的に 1 人でいる場面であっても、

たな意味を加えている。
これらのエピソードは、障害の疑似体験の可能性

私たちは何事かを体験するだろう。たとえば、私た
ちは、小川のほとりを 1 人で歩いているときに、川
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面に反射する光を美しいものとして体験する。ただ

著者から、「ここの近くのレンガでつくられた

し、その体験は、その「川面に反射する光を美しい

道が、これまで見た目がおしゃれでいいと思っ

もの」として語ることを妥当なこととして承認する

ていたけど、実は、［白杖を使っている］障害

であろう、他者との関係を常に前提としている。た

者にとって、不便だっていうこと。景観の問題

とえば、同じ川面に反射する光を「おいしそうなも

と、障害者への配慮を考える上で面白いと思い

の」と体験する他者を私たちは想像できない。その

ました」という賛意を示す発言がなされた。

ことは、逆説的にも、私たちの体験が、ある体験の
範囲のみを妥当なものとして承認する他者のまな

このエピソード 4 において、G は、G の日常の体

ざしに支えられていることを明かしていると言え

験を構成する枠組み（ドミナント・ストーリー）が、

るだろう。

レンガの敷かれた道をおしゃれなものとして意味

このことはバリバリツアーのように、具体的に語

付けていたことを回顧的に語っている。しかし、バ

りが交わされる場面に関しても当てはまる。バリバ

リバリツアーにおいては、同じレンガの敷かれた道

リツアーでは、語り手と聞き手との間で絶え間なく

が、
「白杖を使う障害者にとっては大変なもの」とい

承認が交わされることを通じて、バリアの体験が生

うかたちで G に新たに体験し直されている。なぜ、

起し、変容していた。

このような新たな体験が可能になったのだろうか。

ところで、ある体験について、他者からの承認を

参考になるのが、野口（2002）のナラティヴ・コ

得るためには、社会の中で受け容れられやすい物語

ミュニティに関する議論である。野口は、同じ病気

の型に依拠することが有効である。そのような定型

や問題を抱えた人の集まりである「セルフヘルプ・

的な物語をドミナント・ストーリーと呼ぶ。ドミナ

グループ」や、フェミニズムの立場から女性により

ント・ストーリーに依拠することで、ある体験は容

女性のためになされる「フェミニスト・セラピー」、

易に他者からの承認を得ることができるようにな

精神障害者の共同作業所でありグループホームで

る。しかし、ドミナント・ストーリーは、体験の可

ある「べてるの家」といった取り組みを概観して、

能性を一定の方向へと導き、制約する枷としても機

それらが「いまだ語られなかった語り、新しい語り

能する。たとえば、大学生協を日常的に使用するな

を創造する」ことで、問題を抱えた人々を支えるナ

かでは、エピソード 1 に見られたような「バリアと

ラティヴ・コミュニティであると指摘している。ナ

しての商品棚」の体験は D には生じなかったこと

ラティヴ・コミュニティは、同じ物語をゆるやかに

だろう。それは、「バリアとしての商品棚」という

共有する人たちが、日常から離れ、自由に語り、そ

体験が、大学の日常の枠組みを構成するドミナン

して互いの語りに耳を傾けるなかで、新たな語りを

ト・ストーリーの枠外に置かれているからであると

創造することを支援する。また、倉本（1999）は、

思われる。一例として、エピソードを挙げよう。

健常者を排した場で実践される自立生活プログラ
ムにおけるピア・カウンセリングが、コミュニティ

エピソード 4：

94

として同様の意義を持つことを次のように表現し

ディブリーフィングにおいて、白杖とアイマ

ている。すなわち、障害者による障害者のためのピ

スクを用いた障害疑似体験を行っていた参加

ア・カウンセリングとは、「外部から侵入する好ま

者 G から、
「レンガづくり［の道］とか、普段

しからざるまなざしを遮断／留保することで、意味

見ていたらおしゃれやなあと思うけど、［白杖

のおきかえや反転を可能にするような場のことで

を使う視覚障害者にとって］いつも気付かない

ある」
（倉本 1999:228）。

ところが大変だったり［ということに気付い

バリバリツアーは、野口の言うナラティヴ・コミ

た］」という発言があった。それを受け、第 2

ュニティとして機能したのではないだろうか。つま
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障害疑似体験の再構成

り、日常から離れた非日常的なコミュニティを演出

先を読んで生活しているんです」とコメントしてい

するなかで、日常から少しだけ離れて、日常の支配

る。この発言には、車いすで生活する B が日常的

的な物語では語り得ない位置に置かれた、バリアの

に用いる方法的知識（先を読んで生活する）の一端

体験を可能にする新たな語りを創造することがで

が示されている。

きたのではないだろうか。そのときに重要なのは、

このエピソードが示唆するのは、第 1 に障害者

野口が指摘するように、複数の「聴衆」の存在だろ

は日常世界のなかで直面するディスアビリティの

う。聴衆が存在することで、新しい語りはより確か

無力な被害者ではなく、それに対応するための生

な位置を占め、参加者の現実に定着することができ

活戦略を駆使する主体的な生活者であることであ

る（野口 2002:181）
。ここでもう一歩考察を進めて、

り、第 2 に障害の疑似体験とはそうした生きられ

障害協働体験にどのような聴衆が必要なのかと問

た世界に寄り添い、参加することではないかとい

うてみよう。

うことである。
建築基準等で示される物理的なバリアをはじめ

3-3. 障害当事者の「生きられた世界」への参加

として、ディスアビリティは個々の障害者を離れ、

何より重要な聴衆は障害当事者であると思われ

客観的現実として自存しているかのように扱われ

る。本稿が主張してきたのは、ディスアビリティに

がちである。だが、それは個々の障害者が体験する

直面する障害者の傍らに身を寄せ、ディスアビリテ

バリアや差別の共通項をあたかも客観的現実であ

ィが立ち現れる場面に協働的に参加することによ

るかのように物象化したものであろう。このような

ってのみディスアビリティの疑似体験は可能にな

客観的現実としてのディスアビリティを体験する

るということであった。しかし、そのことは単に障

のであれば、障害者がその場にいる必要はないのか

害者にとって何がどのような意味でバリアになり

もしれない。しかし、エピソード 5 が示唆するよう

うるのかを実際の場面に基づいて理解するといっ

に、ディスアビリティが障害者の生きられた世界に

たことではない。次のエピソードがこの点について

おいてその実践的行為に関連して生じるものであ

示唆を与えてくれる。

るとすれば、その疑似体験は聴衆／語り手としての
障害者なくして成立しないはずである。そして、生

エピソード 5：

活世界の固有性に応じて障害者個々人がそれぞれ

マップ作りの最中に、車いすを用いた障害疑

異なる多様なディスアビリティに直面している。こ

似体験をしていた参加者 H から「図書館の横っ

うした点を踏まえると、より多様な障害当事者から

て歩道があるじゃないですか。上がり下がりが

の参加を得ることで、本稿で例示した A 大学での

できるところが少なくて、一回登ってしまうと、

バリバリツアーという限られた一事例を越え、さら

ずっと降りるところがなかった」という発言が

なる協働体験の可能性を開いていくことができる

なされた。それを受けて、車いすを使用する障

ものと思われる。

害学生 B から「車いすで生活してると、先を読
んで生活しているんです。そういう歩道の段差

【注】

とか、一度登ると降りられない。そういうこと

1) 従来、いわゆる「社会的弱者」は保護や援助の

を考えながら、生活している」という発言がな

受動的な対象と捉えられがちであった。それに

された。

対し、近年では、問題や困難の発見や解決に果
たす「社会的弱者」の当事者としての力や視点

このエピソードにおいて、B は、バリアの体験に

が重要視されるようになっている（e.g. 中西・

関する H の語りに対し、
「車いすで生活してると、

上野 2002）。こうした背景を踏まえ、本稿では、
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障害者一般を指す場合に「障害者」を使用し、
当事者性や個別性を強調したい場合に「障害当

癒しと共生の社会を求めて. 明石書店.
Gergen, K. J. 1999. An Invitation to Social Construction.
Sage Publication.（＝2004．東村知子訳. あなた

事者」を使用した。
2) 障害の社会モデルは、イギリスの障害者運動を

への社会構成主義. ナカニシヤ出版.）

通じて概念化された障害の捉え方である。障害

Gillespie-Sells, K. & J. Campbell. 1991. Disability

の社会モデルでは障害概念をインペアメントと

Equality Training. Central Council for Education

ディスアビリティに区別する。インペアメント

& Training in Social Work.（＝2005．久野研二訳.

は「手足の一部または全部の欠損、身体に欠陥

障害者自身が指導する権利・平等と差別を学ぶ

のある肢体、器官、または機構を持っているこ

研修ガイド：障害平等研修とは何か . 明石書

と」とされ、ディスアビリティは「身体的なイ

店.）

ンペアメントを持つ人のことを全くまたはほと

Harris, A. & S. Enfield. 2003. Disability, Equality and

んど考慮せず、したがって、社会活動の主流か

Human

Rights:

A

Training

Manual

for

らかれらを排除している今日の社会組織によっ

Development and Humanitarian Organisations.

て生み出された不利益又は活動の制約」とされ

Oxfam.

る（UPIAS 1976）。障害の社会モデルの特徴はこ

関大 Disability Studies グループ. 2005. 障害疑似体

うしたディスアビリティの規定因がインペアメ

験の功罪：実態調査と自主体験結果から. 障害

ントではなく社会にあると捉える点にあり、デ

学研究会関西部会第 23 回研究会配布資料（未

ィスアビリティ解消のために社会変革の必要性

公刊）.

を主張する。以下、本稿においてインペアメン

久野研二. 2001. 障害と態度：尺度と啓発 − 最近の

トとディスアビリティという言葉を使用する際

動向. リハビリテーション研究 109: 32-36.

には、障害の社会モデルの意味で用いることと

久野研二. 2003. 障害平等研修をより深く理解する
ために：日本語版補足. Gillespie-Sells, K. & J.

する。
3) 〔…〕部は著者らによる補足である。以下も同様。

Campbell. 1991. Disability Equality Training.
Central Council for Education & Training in Social
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Reconstruction of Disability Simulation Exercises
Collaborative Experience of Disability
Takashi MATSUBARA
(Osaka University)

Takanori SATO
(Osaka University)

Key Word : disability simulation exercises, collaborative experience of disability,
social constructionism, action research
The present study proposed a new way to use disability simulation exercises from the perspective of social constructionism.
Disability simulation exercises are often used in disability awareness training. However, there are some criticisms against
them, mainly from disability studies and the disabled people’s organization in Britain. In this study, we explored a possible
alternative of disability simulation exercises by action research in Osaka University. Accordingly, we found that experience
of disability in simulation exercises did not occur in participants individually, but were achieved collaboratively through
interactions among participants. Therefore, it was participating effectively in collaborative experience of disability that
counted, rather than participants using the same assistive devises as disabled people. Based on this finding, we proposed an
alternative program of disability simulation that would lead participants to join the process of a collaborative achievement
of disability experiences.

98

Vol.11

研 究 ノ ー ト

research notes

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.11

【研究ノート】
大規模自然災害における人道支援のジレンマ

大規模自然災害における人道支援のジレンマ
「周辺」と「中心」の視点から
The Dilemmas of Humanitarian Aid for Natural Disaster
The Peripheral and Core Views of the Issues
仲

田 和 正
(宇都宮大学)

キーワード：人道支援、ジレンマ、周辺と中心、国際 NGO
【概

要】

本稿では、大規模自然災害の人道支援に関する先行研究の潮流や、研究分野に対する実証的な課題をレビュー
し、実践者に対する聞き取りと国際 NGO でのフィールド調査をベースに、人道支援のジレンマについて検討を
加えた。実践者は、国際 NGO が内包する関係に起因するドナーと被災地の二元的な要請や、被災者のニーズに
呼応する人道支援と対峙していた。実践者の直面したジレンマの背景となる要因を明示し、ジレンマを理解する
ための視点として、被災者の「周辺」とドナーの「中心」が人道支援の領域において重要である。この視点に基
づいたアプローチは、人道支援の活動と資金、組織論、官民連携の問題など、実証的・理論的データを蓄積する
ために必要であり、欠くことができない共通する要素であると思われる。
本稿では、実践者の証言や国際 NGO での調査によって得られた知見をもとに、ジレンマの根拠を明示するた
めの分析を行い、｢周辺」と「中心」の視点から検討を試みた。

1. 問題の所在
大規模な自然災害が発生した際の悲惨な被災地

の大噴火に見舞われた被災地は、大雨の度に流れ出
すラハール（膨大に堆積した火山灰を大量に含んだ
2)

の状況は、メディアが配信するライブ映像によって、

泥流）の深刻な複次災害

世界中の人々がリアルタイムで目にすることがで

月を経た現在も多くの援助を必要としている。しか

きる。国際社会の関心はこうした映像によってます

し、ドナー主要国は援助を打ち切り、また、多くの

ます喚起され、膨大な「量」の人的、物的、資金的

国際 NGO がピナトゥボ火山噴火の被災地から撤退

な国際緊急人道支援が競って行われる。しかし、被

していった実情がある。被災地や被災者が必要とし

災者のニーズに呼応した「質」的な人道支援が、国

ているシームレス（継ぎ目のない援助アプローチ体

際援助として継続的に実施されてきたかは疑問で

系を統合した）な人道支援は、現場に立ち続けてき

ある。時間の経過と共にメディアの関心は薄れ、大規

た筆者の強い関心事となっている。

を受け続け、20 年の歳

模自然災害についての報道は、世論に訴える力を失い

大規模自然災害における人道支援は、被災者に対

激減していく。国際社会の人道支援に対する関心は次

する緊急援助と同時に、生計支援（Livelihood）プ

第に薄れていき、甚大な被害を受けた多くの被災地は、

ログラムが不可欠である。国際 NGO は被災者とド

深刻な問題を抱えたまま忘れられてしまう。

ナー双方からの要請をうけることから、人道支援の

筆者は 1991 年のピナトゥボ火山噴火 1) 直後から、

理想を追い求めながらも、常に次善の策しか講じえ

被災地の人道支援活動に実践者として関わるなか

ない限界に直面しているのである。官民連携を標榜

で、様々な課題やジレンマと直面してきた。未曾有

する国際 NGO の多くは、公的資金に大きく依存し
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ているために、ドナーが担う援助政策を補完する従

最も「周辺」に位置している。

属的なアクターとして連携を強いられる傾向にあ

チェンバースは、「中心」に依拠している研究者

るという問題もある。また、国際援助機関のネット

たちがいかに「周辺」の貧しい人々を無視してきた

ワークに組み込まれた国際 NGO は、ドナーや国際

か、容易に想像できると指摘している。本稿で用い

機関のカウンターパワーとして果たすべき抑制力

ている「周辺」と「中心」の定義については、チェ

やアドボカシー機能など本来の使命を失い、資金提

ンバースの概念に依拠している。

供側の意向によって自主的な人道支援の独立性が
歪められてしまう危険性も十分にあると言える。

3. 人道支援のジレンマに関する先行研究

実践者が対峙している、自然災害における人道支

人道支援のジレンマに直接・間接に言及している

援のジレンマに着目した議論・研究は少ない。本稿

研究を整理すると、「周辺」と「中心」の関係性が

では、人道支援に関する先行研究をレビューすると

大きな要因となっている。

ともに、実践者に対するインタビュー調査と国際

Anderson（1993）は、ピナトゥボ火山噴火災害

NGO でのフィールド調査をベースに、人道支援の

に供与された人道支援プログラムの調査を行い、山

ジレンマについて検討を加えた。実践者が直面した

積する様々な課題や困難によって、思い通りの成果

ジレンマの背景となる要因を明示し、理解するため

が得られない人道支援のジレンマを、困窮する被災

の視点として「周辺」の被災者とドナーの「中心」

者の視点から考察した。再定住避難所での生活を余

との関係性が、人道支援の領域において重要である

儀なくされた被災者には、多発する特異な依存症の

ことを主張したい。この視点に基づいたアプローチ

傾向や重度のストレスに対する支援が必要である

は、人道支援の活動と資金、組織論、官民連携の問

と述べている。しかし、国際 NGO の支援活動は無

題などを、実証的・理論的に検討するために欠くこ

秩序に実施されがちであった。国際 NGO の重要性

とができないものであると思われる。

や潜在能力の分析を行い、被災者ニーズに対応した
具体的なリハビリテーション・プログラムと選択可

2. 用語の定義

能な支援のあり方を提起している。

先ず、「周辺」と「中心」と言う用語について、
簡潔に定義しておきたい。

津田・田巻（2001）は、JICA からピナトゥボ火
山噴火災害に派遣された青年海外協力隊（JOCV）

チェンバース（1995）は、知識というキーワード

が、ローカル NGO と協働した人道支援の極めて珍

を用いながら、「周辺」と「中心」という概念につ

しい事例を取り上げ、被災地域の視点から JOCV 隊

いて次のように述べている。「中心」では、権力や

員が対峙したジレンマについて考察している。

名声、資金や物質、専門家や専門的な要素が相互に

JOCV 隊員は、配属された被災地において想定され

引きつけ合い強化して、知識を生み出している。有

た役割と、現場が必要としている支援のギャップに

能な人材や資源は、名声や勢力を生み出す陣営に加

戸惑い、試行錯誤を繰り返しながらローカル NGO

わり、それがさらに多くの人材や資金を「周辺」か

との関係を築いていった。隊員の「任国サイドに決

ら「中心」に引き寄せる。「中心」に注ぎ込まれた

定権を」という声は、
「東京オフィスの決定だから」

資金や権力を手にしたエリートによって、優先すべ

という一言で却下され、被災地が必要としていた食

き研究対象や援助の順位は決められていく。
「中心」

料や医薬品などの要請に、予算が下りることはなか

にいると信じている人々の対極には、貧困と低い地

った。ODA の一翼を担ってきた JOCV 隊員は、
「消

位の弱い立場に置かれた「周辺」の人々がいる。被

耗品はだめ」という援助政策の大原則が障壁となり、

災者は、心身ともに弱体化し、コミュニティの崩壊

人道支援の資金協力や援助連携を、ローカル NGO

によって孤立し、権利や尊厳も奪われがちであり、

に求めなければならなかった。田巻は、日本と被災
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地の NGO が協働する橋渡しをした JOCV 隊員の役

しみて誰よりも理解し知っているのは、「周辺」の

割について、より積極的に現地で活用されるような

弱者であると言う。「非主流中の非主流」を歩んで

援助政策の再考を示唆している。

きたという貫戸は、プロキシミティ（Proximity）
「そ

チェンバース（1995）は、政府や国際援助機関の

ばにいること、あるいはその場にいること」という

職員、研究者や国際 NGO の実践者たちに共通する

言葉を人道支援の信条としている。国際 NGO に求

6 つバイアスが、被災者とじかに接して学ぶという

められている人道支援は、「中心」で考えられたフ

機会を奪っているために、「周辺」の本質を理解す

レームを押し付けることで「無意識の差別」を行う

ることが極めて困難になると指摘している。

ことなく、「周辺」でフレームを作り上げ、被災者

6 つのバイアスとは、
（1）より快適に見て回れる

が最も尊重され、被災者自身が組織や国に優先する

「場所」が選ばれること、
（2）多くの研究者が国際

という発想であるとしている。貫戸は、組織のジレ

的に有名な「プロジェクト」を訪れること、
（3）
「接

ンマを自覚しながらも医療活動を続け、現地の人々

触する相手」は、影響力を持つエリートと呼ばれる

と一緒に過ごしたことを誇りに思うと述べている。

現地のリーダーであること、
（4）調査は最も困難な

下村（2006）は「周辺」と「中心」の関係性につ

時期の雨季を避けた僅かな「乾季」の間や、自らの

いて、「プロジェクトが行われる現場で悪戦苦闘す

休暇に合わせて行われる。（5）「礼儀正しさや臆病

る人々が、ドナーと協調する場に登場する機会は、

さ」は、研究者のエリートに対する気遣い、つまり

強力なローカル NGO などの特殊な例を除いて限ら

「礼儀正しさ」によって貧困に向き合うことに消極

れ、現場の声よりもテクノクラートの声が反映され

的、つまり「臆病」になる。
（6）研究者はそれまで

る傾向は避けられない」と指摘している（pp.46-47）。

の教育と経験によって、専門性の光が照らす中に見

また実施すべき政策手段に関する交渉は、被災現場

えるものだけを検証するように訓練されてきたた

の営みから遠く離れた首都やドナー主要国の国際

め、「専門分野」の外にあるものは見えず、見よう

会議場などで行われている。こうしたドナー優位の

とすることもない。

アプローチは、結果として「周辺」と「中心」の連

すべての研究者が、これらのバイアスを持ってい

携や調整業務に忙殺される状況を招き、テクノクラ

るとは限らない。しかし、高い地位に引寄せられる

ートの「現場」に向ける時間とエネルギーを大幅に

専門家や研究者たちは、名声や報酬とともに権力を

減少させる。

強化する働きを持つ。この求心力によってさらに多

下村は、「中心」に軸足を置くことによるクラウ

くの人材や資金が、一方の極にある低い地位を与え

ディング・アウト（Crowding out：排除効果）で見

られた「周辺」から「中心」に引寄せられていく。

落とされがちな、支援アプローチの「現場ばなれ」

研究者には、自分たちに優れた知識や高い地位が備

を「影の部分」として取り上げ問題提起している。

わっていると考える傲慢さが身につく危険性があ

また、国際援助コミュニティ（ここでは、開発途上

る。さらに、「周辺」の現実を知らないことが多い

国への援助において中心的な役割を占め、国際的な

だけでなく、知らないことを知らない研究者がいる。

議論を主導してきた国際機関、先進諸国の政府、開

こうしたチェンバースの指摘は、筆者をはじめ多

発問題研究者、オピニオン・リーダー、国際 NGO

くの実践者が直面してきたジレンマを考慮すると、

などを指す）の視点が、組織改革を進めるための人

人道支援の領域における研究者や国際援助機関の

事異動や法案導入などの「形式的な制度変更」に集

専門官にも共通するバイアスとして検討すべき重

中している現実や、決して十分に現場を把握してい

要な視点といえる。

るとはいえない現実を捉えて、ドナーの現場ばなれ

貫戸（2003）は、「中心」から発信されるプラグ
マチック（Pragmatic）な西洋文明の限界を、骨身に

を現す典型的な症状と指摘している。こうした「ド
ナーの視点の優越」と「途上国の現場からの遊離」
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という「現場ばなれ」の症状を克服するひとつの方

とが、人道支援にとって何よりも大切なものとして

策は、日本が積極的に国際援助コミュニティの「対

尊重されなければならないとの立場に立ち、行動空

抗力」となり、様々な機会を捉え問題提起しながら

間を定義する必要性について言及している。

具体的な対応策を提言し、国際的に発信することで

野々山（2007）は、人道支援のあり方や捉え方に
関する違いについて、米国と EU の官民連携に見出

あると述べている。
Riddell（2007）は、インドネシアの津波を事例と

される姿勢を対比させながら課題を提起している。

して取り上げ、大規模自然災害時における緊急人道

EU 憲法条約案は、「域外国の自然災害や人為的災

支援の評価をレビューした。支援が効果的に機能し

害に対して、人道上の必要に応じて支援、保護する

ない大きな理由が、被援助国、援助機関、国際 N GO

ものであり、国際法と公平・中立・無差別の原則に

間など国際的なネットワークやフレームワークに

基づいて行う」としている（p.200）。人道支援の原

よる援助協調の限界にあるとし、新たな国際援助機

則には、支援を必要とする被災者との連携以外に、

関の創設による統一的な人道支援体系を提案して

現地に対する政治的考慮を一切加えないとする方

いる。

針が不可欠とされ、人道支援が「中心」の政治的利

Riddell はまた、「Does Foreign Aid Really Work?」

害に動かされないよう、独立の立場を堅持すること

という問いに対する結論は、現在あるデータや理論

が重要であると強調されている。対し米国では、政

だけでは判断できず、簡単に総括できるものではな

府も民間も国の政治的、軍事的政策と人道支援は両

いとも述べている。国際援助機関のコンディショナ

立するとの受け止め方が一般的である。EU の NGO

リティやインセンティブが国際援助の効果をそぐ

は、人道支援に関わる活動資金の大半が民間からの

要因となり、被災国にマイナスのインパクトを与え

義捐金であるのに対し、米国では政府資金に依存す

る可能性を指摘している。人道支援のジレンマを増

る部分が大きい。このことが NGO の被災地に対す

大させ支配している課題として、脆弱なガバナンス

る活動姿勢にも影響している。人道支援は「個人の

によって作りだされる貧困社会と、ドナーによる見

尊重」という理念に基づく、
「人道」
「公平」
「独立」

せかけの支援を挙げている。インドシナの大規模な

「中立」の原則を盾に政治的な活動とは明確に区

津波災害に供与された緊急人道支援をレビューし、

別されなければならない。野々山は「個」の果たし

被災地のニーズと乖離したドナーの任意によって

た重要な役割に関し、人道支援の嚆矢となった「ジ

支援が実施されたことから、期待された成果が得ら

ュネーブ条約」の成立が、現場の惨状や被災者の苦

れていないと述べている。Riddell は、被災地周辺

難と直面した実践者の証言や提言が国や国際社会

のローカル NGO によって被災者に直接供与されて

を動かし、国際的に決議される国際条約や各国政府

いた人道支援の有効性と成果に着目し、新たな支援

の条約締結の原動力となったことを取り上げて言

体系の構築による今後の可能性を提案している。

及している。

ブローマン（2000）は、ジレンマから人道支援を
救い出しうるものとして、「人道支援活動の空間」

4. 実践者が対峙する人道支援のジレンマ

という概念を提案した。象徴的なこの空間は、現場

この節では、4 人の人道支援の実践者に対するイ

主義に基づき、対話する自由、真の必要性を測定す

ンタビュー結果を整理するが、その前に、筆者自身

る自由、そして確認する自由という考え方によって、

の体験を綴っておきたい。この体験を通じて感じた

構成されていく空間である。この空間は、「周辺」

問題関心が本論のベースになっているからである。

で常に擁護されるべき自由であり、「中心」にとっ

筆者は、世界初の奉仕クラブ団体 R.I に所属し、

ては不都合なものと言えよう。ブローマンは、「中

2550 地区の国際奉仕委員として約 10 年間に亘り人

心」から「独立性を保つための空間」を維持するこ

道支援に携わってきた。特に、ピナトゥボ火山噴火
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の被災地に対する人道支援は、1975 年に締結され

かという「出口戦略」を模索せねばならない点、さ

た R.I の 3810 地区と 2550 地区の共同地区友好関係

らに大きなジレンマとして、知名度の高い赤十字に

協定書に基づき、フィリピンからの要請を受けて実

集中してしまう巨額な義捐金と ERU の関係に言及

施されたものであったが、同時に R.I へ提出する国

している。特定の大規模自然災害のために寄せられ

際奉仕活動の事業報告書に顕著な業績を記すると

た義捐金は、その使途目的以外に流用することや、

いう目的にも合致していた。

余剰金として留保することはできない。組織は、公

1991 年に協定書が更新され、国際奉仕委員会の

平・中立そして必要以上の介入をしないという行動

認証をうけた 2550 地区の人道支援活動は、さらに

規範を堅持し、資金や支援活動を他の援助組織とシ

拡大していった。地区は活動を支援する財源として、

ェアすることは極めて稀である。A 氏は、継続的な

半ば強制的に各クラブから寄付を募り義捐金を拠

人道支援が求められている重要性を十分に認知し

出したが、必ずしも会員一人ひとりの理解や賛同が

ながら、撤退時期を見極めなければならないという

得られたものではなかった。筆者は被災地の人道支

困難と向き合ってきた。国際赤十字の行動規範によ

援活動に直接従事する傍ら、組織本部の担当委員を

って決められた「必要性（needs）の原則」は、被

兼務していたが、被災者のニーズより R.I に対する

災者が何を必要としているかに基づいて実施する

地区の体面を重視するという組織体質によって、

と定められているが、様々な制約や限界のなかで無

「周辺」と「中心」の狭間でジレンマに陥り、個人

視される事例も多くあるという。一過性の治療や支

の努力が無力化される状況に直面した。これまで、

援しかできずに被災者を放置したまま、次の ERU

実践者として人道支援活動に深く関わってきたが、

に引き継ぐというジレンマは、実践者が挑み続け

組織の上層部には被災地に対する十分な関心が感

なければならない「永遠のテーマ」と言い切って

じられず、熟慮のすえ R.I を退会した。その後、国

いた。

際 NGO を現地に立ち上げこれまで支援活動を継続
しているが、R.I は潤沢な資金や広範なネットワー
クを有しているにもかかわらず、ピナトゥボ火山噴
火の被災地から撤退している。

4-2．B 氏
ピナトゥボ火山噴火被災地の人道支援活動を通
して知己を得た B 氏には、2010 年 10 月から 2011

以下に紹介する 4 氏のうち、B 氏と D 氏は、所

年 1 月にかけてインタビューを行った。国際 NGO

属していた組織からの離脱を余儀なくされていた

のマニラ事務所代表を勤めていた B 氏は、人道支

経験を有する。

援における「周辺」と「中心」のギャップを、ジレ
ンマの最大要因として挙げていた。特に被災地住民

4-1．A 氏

の多くは現地語で B 氏に本音を語るが、被災地の

2010 年 6 月、筆者が最初にインタビューを行っ

エリートは英語で本部から派遣された職員に、建前

た A 氏は、国際赤十字連盟の医療派遣要員として

論を展開するという。本部職員にとって、最も信頼

これまでにインドネシアの巨大津波やハイチ大地

すべき情報源となる相手は被災地のエリートであ

震など、6 カ国計 7 回の国際緊急人道支援に従事し

り、住民の本音に直接触れる機会はほとんどない。

てきた。日本赤十字社は、大規模な自然災害発生直

「周辺」の人道支援活動に対する評価は、本部が選

後から 1 ヵ月交代で 1 班ずつ、ERU（Emergency

定した職員のバイアスがかかった情報提供に基づ

Response Unit 緊急対応ユニットと呼ばれ、基礎保

き「中心」で行われる。困窮する「周辺」の住民を

健医療サービスを行う）に担当分野を割当てて、医

代弁する実践者の声は、実情を正確に報告するほど

師や看護師を派遣している。A 氏は十分な治療を受

「中心」の理解が得られず、組織のサポートが得難

けられない被災者をサポートしつつ、いつ撤退する

いのである。B 氏は、「周辺」と「中心」の緊密な
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連携による理解と信頼が不可欠であると訴え続け

4-4．D 氏

たが、あまりにも乖離した「周辺」と「中心」の関

2011 年 1 月にインタビューを行った D 氏は、
「周

係に絶望し、12 年間の人道支援活動に終止符を打

辺」と「中心」の視点というテーマに相応しい体験

ち組織を離れることにした。その後いくつかの代表

を有しているキーパーソンの一人であった。D 氏は、

的な国際 NGO に在籍し、東ティモールやマラウィ

フランスの国際的人道支援組織に登録された最初

の現地代表を経験した。インタビュー時点ではスー

の日本人医師として、スリランカ、ボスニア・ヘル

ダンに駐在し、組織の主要プロジェクトである水資

ツェゴビナ等の人道医療活動に従事した実践者で

源をメインとする保健・衛生支援に従事し、帰国報

ある。JICA のメキシコ女性健康プロジェクトのリ

告会を行うなど活発に活動していたが、次年度の雇

ーダーを経た後に、国際 NGO のプログラムディレ

用契約は更新されないとの通達を受けていた。「中

クターを務め、現在は専門医として、新たなフィー

心」のトップダウンによって突然プログラムが変更

ルドに立っている。医師としての経験から、「いち

さる事態に対し、「周辺」には反論する機会や提言

ばん苦しんでいる人は、語らない」、「語ることは、

をする余地さえ与えられないという。B 氏は、自ら

苦しみを追体験し自分を拷問にかけることだから、

フィルターをかけて「中心」に情報提供をせねばな

口を閉ざしてしまう」という。そして、自分が向き

らないという、「周辺」の実践者が抱えるジレンマ

合うのはあくまでも「現場のニーズ」であって、
「国

を吐露していた。

際社会のニーズ」ではないという。D 氏は、実践者
が対峙する「周辺」と「中心」のジレンマについ

4-3．C 氏

て、医師が直面する「倫理観」に触れながら次の

2010 年 10 月にインタビューを行なった C 氏は、

ように語っていた。「中心」の組織が現場から撤退

南アフリカの大学院を修了後、国連ボランティアと

を決定するとき、自分の考えを優先して「周辺」に

してカンボジアやアフリカ諸国などで人道支援に

留まり医療行為を続ける者や、被災地に残留してい

携わる。その後、国連高等弁務官事務所（UNHCR）

る他の組織に鞍替えをする医療従事者もいる。特に

の職員として、ルワンダ、ケニア、コンゴ民主共和

一生懸命やっていた医師ほどジレンマに陥り、組織

国、ジュネーブ本部等で勤務する。JICA の国際協

を離脱して自ら理想とする NGO を立上げる人もい

力専門員としてアフリカの平和構築に携わり、現在

たという。「周辺」に寄り添うことを信条としてき

は大学で教鞭を執っている。C 氏は「中心」と「周

た実践者の D 氏は、
「中心」の幹部職員と公に対立

辺」を往還してきた、「周辺」の視点を持つ研究者

するという、深刻な事態を幾度となく繰り返した結

であり、「中心」から派遣された実践者であったと

果、組織からの解雇通達を受けて、退職を余儀なく

言える。

された。

「中心」の幹部職員による「周辺」に対するバイ

余地のない事実であるとし、実践者が直面するジレ

5. 国際 NGO の組織体質と人道支援のジレ
ンマ

ンマの大きな要因であると指摘した。C 氏は、実践

実践者が直面するジレンマの背景には、かれらが所

者として「周辺」で直面したジレンマが、「中心」

属する組織の体質が大きく関係すると思われる。特に、

の幹部職員に共有されることはないこと、何のため

規模や公的資金への依存が大きな組織では「中心」

に、誰のために人道支援をやっているのかという、

と「周辺」の乖離は大きくなる傾向があるだろう。

組織本来の使命に正面から向き合おうとしない国

このような問題・関心を基に、人道支援に深く関わ

際援助機関の現状を大きな問題としてあげた。

ってきた国際 NGO を対象にフィールド調査を行った。

アスについての問いに対し、バイアスの存在は疑う

調査先を選ぶにあたっては、研究テーマに相応し
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いと思われる人道支援を行っている国際 NGO を抽

体の協働によって実施された、ピナトゥボ火山噴火

出し、その中からより多面的な情報が得られるよう、

災害地域における人道支援プロジェクトを通して、

被災地と海外および国内の先駆的な組織に調査依

「周辺」と「中心」の関係を検討した。筆者は R.I

頼を行った。その結果、ピナトゥボ火山噴火の被災

の地区国際奉仕委員を務めた経験があるため、E に

地で人道支援をしているローカル NGO と、フラン

は国際 NGO の日本代表としてプロジェクトに参加

スを拠点に世界規模で人道支援を展開する国際

し、人道支援物資の国内調達を推し進めると同時に、

NGO の日本事務所、そして 55 を超える国や地域で

特別免税許可書や物資輸送に伴う航空貨物運賃の

人道支援を行っている先駆的な日本の認定 NPO 法

免除承諾書を得るため、関係省庁と折衝を行った。

人から調査受入の許諾を得ることができた。主な調

さらに、被災地の自治体やローカル NGO と活動領

査手法は、実際に組織のボランティア要員として加

域における合意形成を図っていくプロセスを検証

わることによる参与観察と、組織運営の理念や方針、

し、ロジスティック部門のサポート体制や調整など、

財政状況についてのインタビューおよび入手可能

人道支援プロジェクトが実施されていくバックグ

な一次資料の収集等であった。

ラウンドの分析を行った。このプロジェクトは約
10 年に亘り、公的資金や助成金に頼らないイコー

5-1. E（ピ ナトゥボ火 山噴火被災 地のローカ ル
NGO）

ル・パートナーに基づく官民連携や、個人寄付を主
な財源とする国際 NGO とのマルチラテラル・ネッ

時期：2010 年 11 月 17 日～11 月 23 日

トワークによって、継続的な活動を実現している。

インタビュー対象者：副代表・理事

E は、R.I-3810 地区から退会した代表および事務局

フィリピンのローカル NGO である E は、1990 年

長（元クラブ会長と幹事）と、R.I-2550 地区を退会

に SEC（Securities and Exchange Commission 証券取

した筆者が協同して設立した国際 NGO と連携し、

引委員会登録）の認証を受け設立された。これまで

日比の企業や大学をはじめ一般市民から広く、人

の顕著な人道支援活動に対し、各国政府や国際援助

的・物的・資金的な支援と参加者を募りながら、人

機関から数々の賞が授与されている。

道支援プロジェクトの持続性を保ってきた。E の証

E は、ピナトゥボ火山噴火災害の被災者ニーズに

言から本調査が対象としたこのプロジェクトは、シ

直接呼応する人道支援活動を、他のローカル NGO

ームレスなマルチラテラル・ネットワークによって、

や DSWD と連携を組みながら展開している。1993

受益者とドナー双方との信頼関係が構築され、「周

年から 2003 年に亘り、最も深刻な被害を受けた 0

辺」と「中心」が対峙してきた人道支援のジレンマ

歳から 6 歳の乳幼児（4 州 75,965 人、10.8％）に対

から自由であると思われる。

し、一日に最低限必要な補助栄養摂取物として 105g
の米（約 8,000kg）と油の供与を毎日行っていた。

5-2．F（フランスの代表的な人道支援国際 NGO）

2000 年を境に国際的関心や支援が急速に減退する

時期：2010 年 11 月 30 日～12 月 3 日

中で、現在も世界各国の国際 NGO から物的・資金

インタビュー対象者：事務局長、広報マネジャー、

的なサポートを受けながら、一日当たり約 34,000

ファンドレイジング

人の栄養失調乳幼児に対し、約 3,600kg の食糧支援

支援者担当

を継続している。特に弱者であるアエタ族 3) や女性

マネジャー、ファンドレイジ

と子供を対象とした支援プログラムに携わる、救急

ング

医療技術者や保健医療従事者の教育研修を重点的
に行っている。
本調査では、国内外から参加した 13 の組織や団

個人

法人担当マネジャー、

F は、1980 年にカリスマ的なフランス人医師によ
って設立された。1970 年代末、ベトナムから南シ
ナ海に大量の難民がボートピープルとして流出し、
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世界中の注目を集めた際に、フランス人医師によっ

は、個々の組織に依拠したバイアス傾向が強く、国

て設立された MSF は、難民の救助が領海を侵犯す

際 NGO 全体の周知目的を阻害する要因として指摘

る恐れがあると、人道支援活動を躊躇した。これに

されていた。今回の会議では、被災現場をオンタイ

対し彼は大型船をチャーターし、海上をさまよう難

ムで伝播するメディアのインパクトや難しさ等に

民の救助に向かった。これを契機として MSF を離

ついて検討されていたが、被災地や被災者に対する

れ、国際人道医療支援活動を使命とする、新たな国

視点はほとんど感じられず、議題に上ることもなか

際 NGO を設立した。その後、組織の活動も離れて

った。F が重視している当面の課題は、組織が一体

フランス政界へ転進し、2008 年にはフランスの外

となった「資金調達」と「支援者拡大」であった。

務大臣となった。
この組織は、欧米諸国や日本など 16 ヵ国を網羅

5-3．G（先駆的な日本の認定 NPO 法人）

する国際ネットワークを通じて、年間約 1,200 人の

時期： 2011 年 1 月 17 日～1 月 21 日

医師・看護師の医療ボランティアおよび、コーディ

インタビュー対象者：理事・事務局次長、シニア・

ネーターなど非医療の専門家を世界約 90 ヵ国に派

コーディネーター

広報・支援者担当

遣し、約 300 のプロジェクトを実施している。日本

G は、1979 年に当時のインドシナ難民支援を目

の事務所（本部や支部の名称を用いない）は、代表

的として設立された市民団体である。当初の目的は

と事務局長がフランス人という国際色豊かな雰囲

日本に来る難民の支援にあったが、その後カンボジ

気の中に、プラグマティック（Pragmatic）な部分が

アの難民キャンプ等で支援を開始する。旧ユーゴ紛

感じられる組織であった。活動の基本理念は、最も

争やアンゴラ難民の支援、自然災害の緊急支援、地

弱い立場にある人々の人権や尊厳を侵害するもの、

雷対策など、多くの国や地域で人道支援活動を行う。

特に医療へアクセスする事が難しい状況について

組織は、中東・アジア諸国やアフリカに駐在員事務

「証言」する活動を使命としている。また、政策決

所を置き、マラリア・エイズ感染症対策・小型武器

定 に 携 わ る 人 々 へ 訴 え か け る 、「 政 策 提 言

問題にも取り組んでいる。

（Advocacy）活動」も積極的に行っている。
本調査ではボランティア要員として参加し、フラ

本調査では、組織の最もコアな管理責任者である
事務局や、広報・支援者を担当する責任者に対する

ンス本部から送付されてきたミッション概要の翻

インタビューと、関連するデータの収集を行なった。

訳を行い、イベント開催に関連する企業との経費見

G が最も関心を寄せ重視している課題は、財源とな

積もり交渉を担当、事務局長や広報責任者が集結す

る資金の調達と人材確保という国内活動であった。

る NGO 広報連絡会議に同席するなどの機会が与え

公的資金や助成金による人道支援の拡大に伴い、

られた。また、法人・個人を対象とするファンドレ

「周辺」のプロジェクトに従事する実践者のリクル

イジングやメディア戦略会議にも出席する様々な

ートと雇用が課題となっていた。ただし、関係者の

機会を得、多岐に亘り参与観察を行うことができた。

証言から、人道支援に携わる「周辺」の実践者に対

国内外の主要な国際 NGO が参加した会議では、議

する評価は、被災地と殆ど直接触れる機会がない

事録の作成を担当し、議題となったメディアを媒体

「中心」の幹部職員によって行われ、雇用契約の可

とする広報・周知活動に関する議論の整理を行った。

否が決められていく傾向が強いと推測された。

こうした参与観察から、以下のことが明らかとな
った。組織を代表する参加者の関心事は、メディア

以上、国際 NGO で実施したフィールド調査の概
要について述べてきた。

を活用した「資金調達」と「支援者拡大」が中心と

E は、人道支援のジレンマを克服するために積極的

なり、プロジェクトの内容について具体的な議論が

な協働を図り、「周辺」と「中心」、被災地とドナー

されることはなかった。組織が独自に行う広報活動

の双方向に信頼のネットワークを構築し、ピナトゥボ
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支援における中核的な役割を担っていた。多面的な連

は、「中心」のドナーと「周辺」の被災者の両方と

携によって構築されたシームレスな支援プログラム

向き合うことになる。

は、より効果的・効率的な人道支援を促進させるもの

国際 NGO に課せられた本来の使命とは、政府や

であった。F と G は、シンボリックなカリスマ的リー

国際機関が成しえない初動の緊急人道支援から、中

ダーを「中心」に配し、官民連携の強化とメディアの

期的な復旧・復興支援、さらに長期的な開発協力に

活用によって組織の拡大を図ってきた。両組織は、運

至るまで、時間や領域にとらわれる事のない、シー

用基盤の強化に必要な「資金調達」が国内活動の優先

ムレスな人道支援活動を継続することであろう。国

事項となり、事業拡大に伴う実践者のリクルート問題

際 NGO は、政治的・社会的カウンターパワーとし

が、直面する共通課題となっていた。

て、ドナー主要国や国際援助機関などの「中心」に
対する抑制力や、アドボカシー機能を果たす使命も

6. まとめと今後の課題

あると考えられる。しかし、「中心」の力が強くな

国際 NGO はドナー（援助国や国際援助機関）の

ると、「周辺」におけるアクターとしての抑制力を

公的資金や助成金、及び企業や市民による寄付等の

失い、援助政策を補完するドナー重視の連携を余儀

民間資金によって、人道支援活動を行っている。資

なくされる傾向が強まるであろう。

金を提供する側を「中心」とすると、ドナーからの

この様な「中心」に依拠した国際 NGO の運用体

人的・物的・資金的支援を必要とする被災者や被災

制下で行われる人道支援は、実践者をより一層「周

地域、そしてローカル NGO は、こうした支援を受

辺」に位置づけてしまう従属的な構造を形成する恐

ける「周辺」に位置している。国際 NGO と実践者

れが強い。

図1

国際 NGO と実践者が対峙するジレンマの構図
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主に実践者や国際 NGO が対峙するジレンマを、

的に直接制約を受けない一般寄付の拡大を図るこ

「周辺」と「中心」の視点から検討し、図形化を試

とが、人道支援のジレンマから脱出しうる喫緊の課

みた（図 1 を参照）
。

題と思われた。一方、日本では大規模な自然災害発

今回のインタビュー調査から、人道支援に関わる

生時における一般寄付の多くが、知名度の高い日本

実践者が対峙してきたジレンマの特質と背景に関

赤十字社や、日本ユニセフ協会などに贈られる傾向

して、確定的なことは言えないまでも、一定の問題

がある。JANIC（2005）は、スマトラ島沖大地震・

状況が把握出来たことを踏まえ、今後の課題につい

インド洋大津波に集められた寄付の実態について、

て検討したい。

2005 年 3 月時点で日本赤十字社が約 80 億円、日本

実践者は「周辺」の被災者に寄り添い、実践者が

ユニセフ協会が約 27 億円を集めたのに対し、日本

所属する国際 NGO は「中心」のドナーを重視する

の NPO（NGO）29 団体の合計は約 9 億円であった

という、大きなギャップが人道支援の領域に存在し

という、調査結果を明らかにしている。

ていると思われる。すなわち国際 NGO の組織内の

ローカル NGO の E は、マルチラテラル・ネット

分裂が、実践段階におけるジレンマとして感じられ

ワークの中核を担うことによって、国際 NGO のジ

るのである。インタビューをした実践者たちは、被

レンマを克服し、シームレスな人道支援活動の継続

災者のニーズを具現化する役割を担いながら、「周

が可能であるとしている。多くの国際 NGO がピナ

辺」と「中心」の遊離した国際 NGO の方針決定過

トゥボ火山噴火の被災地から撤退する中で、「周

程と乖離せざるを得ないのである。B 氏が指摘する

辺」のローカル NGO が実践してきた持続可能な人

ように被災地の住民は現地語で実践者に本音を語

道支援を構成する要件について、今後さらに検証を

るが、「中心」から派遣された幹部職員には、被災

進める必要があろう。

地のエリートが英語で建前論を展開するケースが

人道支援の「周辺」と「中心」という２つの領域

多いのである。国際 NGO の幹部職員にとって、信

において、実践者の視座はともすると研究者の議論

頼すべき情報源は被災地のエリートであり、住民の

と対立すると思われがちであるが、現場から得られ

本音を直接聴く機会はほとんどないという。人道支

る豊富なデータに基づく実証的な提言は、学術的研

援活動に対する評価は、派遣された幹部職員のバイ

究分野においても重要であると思われる。人道支援

アスがかかった情報提供に基づいて「中心」で行わ

に関わる実践者と研究者によって議論を深めてい

れ、「周辺」の本音を代弁する実践者の声が重視さ

くことが、今後の研究を進化させていくために極め

れることはなかったという。

て肝要となるであろう。

D 氏は、「中心」から発信される人道支援の限界
を誰よりも理解し、その限界を骨身にしみて知って

【注】

いるのは「周辺」の被災者であるという。「周辺」

1) 1991 年 6 月 12 日、フィリピンのルソン島サン

と「中心」を考えると、「周辺」の被災者が最も尊

バレス・バターン・パンパンガ州の境界上に位

重されることこそが、国際 NGO に求められている

置するピナトゥボ火山は 611 年ぶりに大噴火を

人道支援だと訴えていた。

起こし、200 万人以上が被災する 20 世紀最大規

また、フィールド調査における、アニュアルリポ

模の被害をもたらした（PBSP 1991）。

ートの収支計算書（プロジェクト費明細）や参与観

2) 巨大モンスーンの豪雨によって発生した大規

察の結果から、人道支援の優先事項は、財源となる

模なラハール（泥流 70-80km/hr）は、マニラ北

資金の性質によって決定される傾向が強いと言え

西部の 40km 四方に位置する町や村を埋没させ、

るのではないかと思われる。それゆえ、国際 NGO

米国最大規模の海外軍事施設であるクラーク空

はプロジェクトや実践者の雇用など、資金の使途目

軍（沖縄米軍基地総面積の 2 倍）とスービック
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大規模自然災害における人道支援のジレンマ

海軍の両基地に甚大な被害をもたらした

NPOWEB．
（http://www.npoweb.jp/modules/news1/

（Newhall & Punongbayan 1996）。

article.php?storyid=2099, February 22, 2011）．

3) アエタ族は、約 2 万年前にフィリピンに渡来し
てきたと言われ、縮毛・低身長・暗褐色の肌が
身体的な特徴を持つネグリート系の先住民族で
ピナトゥボ火山を中心とする山間部に点在して
居住している（ACTION 2011）。

JANIC．2007．NGO 職員の待遇・福利厚生と人材
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貫戸朋子．2003．「国境なき医師団」が行く．ウェ
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The Dilemma of Humanitarian Aid for Natural Disasters
The Peripheral and Core Views of the Issues
Kazumasa NAKADA
(Utsunomiya University)

Key Word : humanitarian aid, dilemmas, peripheral and core , international ngo
This paper reviews the empirical challenges in the trend of previous studies and research related to humanitarian aid for
extensive natural disasters, and with interviews of actual practitioners about the dilemmas of humanitarian assistance and
the consideration of the addition of an International NGO in Field Surveys.
The practitioners from the International NGO were involved in a disaster area with multiple and relative donors responding
to the needs of victims who had requested humanitarian aid from the organization.

Clear indications of the factors behind

the dilemma appeared as well as the understanding of the perspective view of the victims and donors with respect to the
“Peripheral” and “Core” of their importance to humanitarian aid. The point of view based approach to humanitarian
activities and funds, organizational theory, and the issues of public-private partnerships were required to accumulate
indispensable theoretical and empirical data.
This paper conducted a study and analysis to clarify the basis of a dilemma as viewed from the “Peripheral” and “Core”
perspective which was based on the data obtained from research and practice in the testimony of an International NGO.
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【フィールドレポート】
「日本型ワークキャンプ」の充実のために

「日本型ワークキャンプ」の充実のために
CIEE

国際ボランティアプロジェクト

国内受け入れプログラムを担当して

Examination for Improving Japanese Style Work Camp
Report on the CIEE International Volunteer Project in Japan
黒 瀬 聖 子
(国際教育交換協議会)

キーワード：CIEE、国際ボランティアプロジェクト、受け入れ、国際ワークキャンプ、
日本型ワークキャンプ
【概

要】

国際教育交換協議会（Council on International Educational Exchange）日本代表部（以下 CIEE と略す）は、1995 年
より「国際ボランティアプロジェクト」を行っている。派遣と受け入れを行っているが、派遣数が受け入れ数を
大幅に上回っている現状がある。著者は CIEE からの依頼を受け、2008 年より、受け入れプログラムを中心に、
このプログラム関わるようになった。日本での受け入れにあたり新規開拓、実施までの準備、実施中のサポート、
終了後から継続へという一連の活動に携わり、ヨーロッパで一般に行われている「ワークキャンプ」を、国内で
行うことの難しさを経験した。しかしその中から、
「日本型ワークキャンプ」というものが見えてきたように思う。
本レポートでは、第 1 に、
「国際ボランティアプロジェクト」について、
「国際ワークキャンプ」の歴史に触れ
ながら述べる。第 2 に、CIEE の当プログラムへの取り組みについて述べる。第 3 に、著者の考える「日本型ワ
ークキャンプ」とはどのようなものかを「2010 年度の実施報告」等に触れながら述べる。最後に、
「CIEE の日
本型ワークキャンプ」を充実させるための課題を探る。

はじめに
国際教育交換協議会日本代表部 CIEE は、「教育
機関と連携しながら国際社会で活躍する人材を育

プ」を国内で行うことの難しさを経験した。しかし
その中から、ヨーロッパとは異なる「日本型ワーク
キャンプ」というものが見えてきたように思う。

成する」という目的のもとで、1995 年より「国際

本レポートでは 1 で、「国際ボランティアプロジ

ボランティアプロジェクト」を行っている。日本か

ェクト」とはどのようなプログラムなのか、及びそ

らは主に、大学生を海外に派遣し、海外からは大学

の始まりについて、「国際ワークキャンプ」の歴史

生や青年を受け入れているが、日本で行われている

に触れながら述べる。2 では、CIEE の「国際ボラ

多くの国際プログラム同様、派遣の方が受け入れよ

ンティアプロジェクト」への取り組みを、「受け入

り圧倒的に多い。

れプログラム」を中心に述べる。3 では、CIEE が

そこで受け入れを拡大するために、2008 年より

行っている「国際ワークキャンプ」について、新規

著者はこのプログラムに、「受け入れ担当」として

開拓の過程で経験したこと、参加ボランティアの評

関わるようになった。その中で、受け入れプログラ

価などに触れながら言及する。そして最後に、

ムの新規開拓、実施までの準備、実施中のサポート、

「CIEE の日本型ワークキャンプ」を充実させるた

終了後から継続へという一連の活動に携わり、ヨー

めの課題を探る。

ロッパで一般に行われている「国際ワークキャン
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1. 「国際ボランティアプロジェクト」に
ついて

や復興のためではなく、戦争で破壊された村の修復

1-1. 「国際ボランティアプロジェクト」とは

であった。世界初の国際ワークキャンプは、第 1 次

国際ワークキャンプの始まりは、自然災害の援助

CIEE は 、 ”The Alliance of European Voluntary

世界大戦終了直後の 1920 年、独仏軍が激しい戦闘

Service Organizations”（以下「アライアンス」と略

を行い廃墟と化したフランス北部、ドイツ国境に近

す）の加盟団体の一員として、1995 年から「国際

いヴェルダン近郊の小さな村エスヌ（Esnes）で行

ボランティアプロジェクト」を行っている。「国際

われた。このワークキャンプを提唱したのは、スイ

ボランティアプロジェクト」は、世界各国から国籍、

ス人の技師で、兵役と軍人税の支払いを拒否する熱

言語、宗教、生活習慣などの異なる若者たちがキャ

心 な 平 和 主 義 者 ピ エ ー ル ・ セ レ ゾ ー ル （ Pierre

ンプ地に集まり、寝食を共にしながら、受け入れ団

Ceresole）と、イギリス人のクエーカー教徒、ヒュ

体や地域社会の発展のためにボランティア活動に

ーバート・パリス（Hubert Parris）だった。セレゾ

従事するという「ワークキャンプ型」のボランティ

ールとパリス、そして呼びかけに応じた 3 人のドイ

ア活動である。

ツ人（そのうち 2 人は戦争に参加した）とハンガリ

ワークの内容は、環境保護、文化遺産の保存、建
物の修復、福祉活動、子供の教育、地域の文化活動

ー人、セレゾールの兄、それに数人のスイス人で、
小さなグループができた。

振興など多岐にわたる。キャンプ期間は通常 2 週間

11 月中旬、ワークキャンプが始まり、翌 1921 年

で、1 グループ 5~20 名の多国籍のボランティアで

の夏ごろまで、かつて敵同士で闘っていた若者たち

構成される。

が力を合わせて、多くの仮設小屋を作り、村の環境

キャンプの多くが都会から離れた地域で行われ

整備に従事した。

るため、外国人と接する機会が少ない受け入れ団体

寒さが厳しい冬の間も、ボランティアたちは経験

や地域の住民は、各国からのボランティアと交流を

のない小屋づくりに、黙々と励み、「作業を終える

図ることで、異なる文化や価値観、新しい考え方に

と、なごやかな会話がかわされ、歌と笑い声が聞か

触れることができる。一方ボランティアは、各国か

れた。
（アネット＝1981 : 130）」ボランティアたち

らのボランティア仲間や、受け入れ団体のスタッフ、

は共に生活をし、働くことによって、お互いの理解

地域の住民などとの交流を通して、視野を広げるこ

を深め、強い建設的な平和が生まれることを実感し

とができる。このように相互の学びの場を提供する

たのだった。

ことは、アライアンスが提唱する、このプロジェク

だが戦争が残した心の傷は深く、地域のフランス
人の中には、3 人のドイツ人を見て、「スパイかも

トの目的の一つである。
ヨーロッパを中心とした約 30 か国で実施される
「国際ボランティアプロジェクト」の夏のワークキ
ャンプには、毎年、約 2 万人の若者が参加する。

しれない」「何か下心があるのでは」と疑う人もあ
ったという。
しかしやがて仮設小屋に村人が住むようになり、

CIEE が扱ったボランティアの数は過去 15 年間で、

世界初のワークキャンプは成果を残し、ヨーロッパ

日本から海外のキャンプへは約 8,000 人が参加し、

各国の人々の間に、大きな反響を呼ぶことになった。

海外からの受け入れは約 660 人となっている（国際

こうした経緯を考えると、国際ワークキャンプの

教育交換協議会（CIEE）日本代表部 Web site）。

原点は、「平和」を作り上げる 1 つのきっかけにな
ったと言えるだろう。セレゾールはキャンプの後、

1-2. 「国際ワークキャンプ」のはじまり
ここで、国際ワークキャンプの姿を明確にするた
めに、その歴史をたどってみる。
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「国際ワークキャンプ」を、「良心的兵役拒否者の
ための代替サービス」として制度化するよう、自国
のスイスはもちろん、ヨーロッパ各国の政府に働き

「日本型ワークキャンプ」の充実のために

かけを始めた。だが永世中立国であり、
「平和の国」

文化的には多種多様に異なっている。その中で生き

のイメージの強いスイスでは、セレゾールの主張は

てゆくすべとして、国際理解を深め、知識を蓄え、

なかなか受け入れられず、彼は「兵役の拒否」「軍

スキル・能力を向上させる手助けをすること｣ を理

事税の拒否」「灯火管制に不服従」などの罪で何回

念として掲げている。CIEE の本部は 1947 年に設立

も投獄された。国際ワークキャンプが、兵役拒否者

され、ニューヨーク州法による非営利団体として、

のための代替サービスとして、初めて公に承認され

学生、社会人、教員を対象とした様々な国際交流プ

たのは、1939 年、セレゾールとともに世界初の「国

ログラムを開発・運営してきた。1998 年には、ユ

際ワークキャンプ」を提唱したヒューバート・パリ

ネスコ（国際連合教育科学文化機関）より、「ユネ

スの母国、イギリスにおいてであった。スイスにお

スコと協力連携関係にある国際 NGO」として承認

いて、国際ワークキャンプが、「良心的兵役拒否者

された。

のための代替サービス」として制度化されたのは、
西欧諸国では最も遅かったという皮肉な結果とな
った。

CIEE の日本代表部は 1965 年に東京、1989 年
に京都、2002 年に福岡に事務所を開設。小・中・

第 2 次大戦を経て 1945 年以降、国際間の協力と

高等学校の教員のための海外短期研修、高校生を

平和の構築を社会に呼びかける多くの人々の努力

対象とした短期海外研修や、大学生を主に対象と

によって、国際ワークキャンプは拡大していった。

した国際ボランティアプロジェクトやエコプロ

この伝統を引き継いで、ボランティア活動を通した

ジェクトなどを行っている。

異文化交流、異文化理解、世界平和を推進している

もう１つの事業として、1981 年に米国の非営

各国の NPO・団体などの組織を代表する国際的な

利 教 育 機 関 で あ る ETS （ Educational Testing

NGO として、1982 年に「アライアンス」が設立さ

Service: 本部ニュージャージ―州プリンストン）

れた。これによって、各国の NPO・団体などが共

の委託を受け、TOEFL®テスト（Test of English as

同で、国際ワークキャンプを行うようになった。

a Foreign Language）日本事務局として、ペーパー

現在アライアンスには、ヨーロッパ諸国（東欧の

版 TOEFL®テストを日本で実施・運営してきた。

ロシア、アルメニア、チェコ、スロバキア、ポーラ

コンピュータ版 TOEFL® テストが開始された

ンド、ウクライナ、ベラルーシなどを含む）、カナ

2000 年 10 月以降は、TOEFL®テストの広報宣伝

ダ、アメリカ、メキシコ、韓国、日本など 28 か国

活動や実施のためのサポートなどを行っている

の 44 団体が、正会員団体及び準会員団体として加

（国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 CIEE

わっている。

について Web site）。

そして戦争被害の復興支援から始まった国際ワ
ークキャンプは、洪水や地震などの自然災害の復興

2-2. 「受け入れプログラム」の目的としくみ

支援、また社会的な問題の解決に向けての支援、自

アライアンスが掲げている「国際ボランティアプ

然や環境保護など、ワークの種類は多様になってき

ロジェクト」の目的は、以下のようになっている。

た （ The Alliance of European Voluntary Service

自主的に行動し、地域に貢献する活動を望む青少

Organizations Web site.）。

年の交流を促進すること
各地域でのプロジェクトへの協力と地域に住

2. CIEE の「国際ボランティアプロジェク
ト」への取り組み
2-1. CIEE の活動と理念
CIEE は、｢世界はお互いに依存している一方で、

む人々に対する貢献
１．様々な文化的背景を持つ人々の出会いと交
流の場の提供
２．経験を通じた教育の場の提供
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３．団体行動を通じた自己育成の機会の提供

に危険が及ばないもの。重要なことは、その

４．観光客としてではなく、滞在地域の一員と

ワークが地域社会にどのように貢献してい
るかをボランティアに説明できること。

して生活する体験
５．地域と参加者の相互理解と結びつきを創造

③キャンプ期間・作業時間について
・期間は、通常 2～3 週間。

すること
このような目的を持って、各国のボランティア機
関はプロジェクトを自国で設定している。各国とも

・ワークは、1 日 5～8 時間を目安に、週 2 日
の休みを設ける。

派遣と受け入れの双方を行っているが、本レポート
では「受け入れプログラム」のみを扱う。仕組みは

2-2-2. CIEE

各国とも大体同じなので、日本を例に説明する。
「受

国内での国際ボランティアプロジェクトの責任

け入れプログラム」は、以下の 5 つの要素から構成

団体であり、受け入れ団体との折衝によるキャンプ

されている。

の開発、各国団体と連絡による参加者の決定、リー
ダーの選考とトレーニング、キャンプ開始から終了
までの受け入れ団体・参加者・リーダーへのサポー
トを行なう。またリーダー全員に、期間中のけが等
への対応のため、傷害保険をかける。

2-2-3. 送り出し団体
海外のボランティア送り出し団体は、アライア
ンスの加盟団体、あるいはそのパートナーであり、
図 1「国際ボランティアプロジェクト」の構成図

日本のキャンプへの参加者の募集活動を行うとと
もに、日本からの参加者を自国のキャンプへ受け入

2-2-1. 受け入れ団体

れる。各団体は、秋から冬にかけてワークキャンプ

NPO、社会福祉法人、教育機関（学校等）、公共

を企画し、毎年 3 月上旬に開催される国際会議で、

団体・自治体、地域の国際交流団体など、様々な形

相互にキャンプを紹介し合う。そして 4 月 1 日から、

態の団体が受け入れ団体となる。

各国において参加申し込みの受付を始める。

アライアンスが定める「受け入れ団体として必要
な条件」に基づき、受け入れ団体となる条件、およ
び受け入れ団体に CIEE が依頼している事柄（抜粋）

ボランティアは、アライアンスに加盟する団体
から派遣されてくる。自国のホームページやパンフ

は以下のとおりである。
①受け入れ団体となる条件

レットで紹介された日本のキャンプを見た参加希

・営利を目的とする団体でないこと。

望者は、自国の団体を通して、CIEE に申し込みを

・本プロジェクトの趣旨を理解し、海外から

する。CIEE では、基本的に先着順で希望のキャン

来るボランティアが、観光目的の「お客様」

プに配置するが、国籍や性別が偏らないよう考慮す

ではないことを理解する。

る。送り出し団体および CIEE は、参加申込者に面

・キャンプ中の滞在費と食費(ボランティア＋
リーダーの分)を負担する。
②ボランティアの仕事（ワーク）内容について
・基本的に、特別な技術を要しないもの、心身
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接はせず、申込書に記載されている内容をもとに受
け入れを決定する。キャンプによっては、定員に満
たない、あるいはゼロという可能性もあるが、CIEE
では 2010 年までは、そのようなケースはなく定員

「日本型ワークキャンプ」の充実のために

オーバーで参加を断っている状態である。

が限られていたため、積極的に公募活動は行わず、

加盟国の中には、参加者から参加費を徴収してい

著者の知り合いなどで、地域の国際交流の「キーパ

る国もあるが、CIEE では参加者にとって、
（ヨーロ

ーソン」となっている人を探し出し、交渉を行うこ

ッパ国内の移動に比べ）航空運賃が高額になること

とにした。「7 月～9 月の間の 2 週間、10 名程度の

から徴収していない。したがって参加者は自国の団

海外からのボランティアが日本人のリーダー（大学

体に、数万円（日本の物価に換算して）の参加費（手

生）と共に、簡素な宿泊施設（あるいはテント）で

数料）を払うことで、2 週間のキャンプに参加でき

寝泊りをし、自炊をしながらワークに励む」という

る。

ヨーロッパで一般に行われている国際ワークキャ

「日常会話レベルの日本語力」を求めるキャンプ

ンプのスタイルを説明し、受け入れの可能性を様々

が多いこともあり、参加者には、大学で日本語を学

な機関に打診した。多くは関心を示しながらも、
「実

んでいる学生、日本に留学経験のある学生など、あ

施は難しい」との反応だった。難しい理由は主に、

る程度日本語ができる若者が多い。

「宿泊施設」のことだった。10 名程度が寝泊りし、
自炊できる無償（に近い）施設が、ワークの現場近

2-2-5. キャンプリーダー

くにないこと。現地での費用は原則すべて受け入れ

キャンプリーダーは、CIEE の国際ボランティア

団体の負担なので、「青年の家」のような公共施設

プロジェクトの参加経験者から、もしくは海外留学

を利用しても、経済的な負担は大きい。また無償（に

（生活）経験があり、英語力と意欲がある人を公募し

近い）公共施設があっても、夏は暑すぎる、治安や

て、選考する。ほとんどが大学生で、リーダーという

火事の心配、風呂（シャワー）がないなどの事情も

役割を初めて経験する。そこでリーダーが、アライア

あった。一方で、宿泊場所が提供できたとしても、

ンス が定める「リーダーとして必要な事柄」につい

スペースとワークの量を考えると、10 名は多すぎ

て理解してからキャンプに臨むよう、一日研修を実施

るという声もあった。そこで、日本の事情を考慮し

している。研修では、CIEE 作成の「International

た内容を提案して、再度交渉を行った。

Volunteer Projects Group Leader Handbook」に基づ
き、リーダーの役割や責任を確認する。また問題の
解決方法、危機管理などを過去の事例を参考にしな
がら学ぶ。
リーダーの応募動機としては、「国内で英語力を
活かしたボランティアをしたい」
、
「海外でお世話に
なったお返しをしたい」
、
「留学の準備として、英語
力をつけたい」などがある。

①キャンプの人数は、海外からのボランティア 5
名＋リーダーの計 6 名程度とする。
②宿泊は、
「ホームステイ」または「民家で合宿
しながら自炊」などの形態も可。
③2 週間を前半と後半に分け、地域にある他の団
体と組んで受け入れることも可。
その結果、2008 年には 10 か所の新規キャンプが
スタートし、既存のものと合わせて 22 のキャンプ
を実施することができた。その後 2009 年は 23 のキ

3. CIEE が行っている「国際ワークキャン
プ」について

ャンプ、2010 年は 21 のキャンプを実施した。

3-1．新規開拓

3-2. 国内キャンプの 4 つのタイプ

CIEE では、
「国際ボランティアプロジェクト」の

現在行われているキャンプは、大きく以下の 4

受け入れ拡大の準備を、2008 年 2 月から開始した。

つのタイプに分けることができる。実施例の内容

2005 年以降、
平均 50 名弱だった受け入れ数を、2010

は、添付資料「2010 年度

年までに 100 名程度に増やすことを目標とした。

告」（表 1）を参照。

国内キャンプ

実施報

キャンプ実施の 2008 年夏まで、半年余りと時間
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CIEE 国際ボランティアプロジェクト 2010 年度 国内キャンプ
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実施報告

「日本型ワークキャンプ」の充実のために

Ａ）地名がテーマ性を持つキャンプで、開催地
に特別なこだわりを持つ参加者に向いている。

3-3. 参加ボランティアからの評価
それでは参加者たちは、日本のキャンプをどう評

たとえばアジア人には北海道が、ヨーロッ

価しているのであろうか。2010 年の参加者アンケ

パ人には京都が人気のようである。

ート（参加者 95 名の内 74 名が回答）から一部紹介

実施例：表 1

してみたい。アンケートは最終日にリーダーが、ボ

2．北海道 留萌 共同学舎、
10．静岡 富士山 YMCA 、
4．京都 天橋立ユースホステル、

ランティアに手渡し、記入後に回収する方法で行わ
れた。使用言語は英語である。
回答者の身分は「学生」62 名、「社会人」12 名。

13．広島 NPO ピースビルダーズなど

参加者の年齢は「
（高校生を除く）10 代」22 名、
「20

Ｂ）施設内に宿泊してボランティア活動を行う

代」72 名、
「30 代」1 名で、20 代が圧倒的多数であ

キャンプで、合宿形式で行われる。ボラン

る。性別は「男性」33 名、
「女性」62 名で、女性が

ティア同士の交流を深めたい参加者に向い

男性のほぼ倍である。国籍は韓国 26 名、ロシア 15

ている。

名、スペイン・ウクライナが 各 8 名、イタリア 7

実施例：表 1

名、フランス 5 名、ドイツ・ベトナムが各 4 名、ポ

3．島根 三瓶 自然館サヒメル

ーランド・イスラエル・ベルギーが各 3 名、フィン

9．青森

ランド 2 名、アメリカ・メキシコ・チェコ・スロバ

NPO 四木の郷、

11．滋賀 NPO 天気村、

キア・トルコ・ギリシャ・スイスが各 1 名となって

20．山口 ふれあいの森、など

いる。

Ｃ）ワークに対する適性が求められるキャンプ
である。小・中学生対象の英語（多文化理
解）教育、農業（酪農）、老人ホーム、障が

①キャンプへの参加の動機は何ですか？（複数回
答あり）

い者施設などで活動するため、内容に高い

日程がちょうどよい

11 名

関心を持つ参加者に向いている。

日本へ行きたい

50 名

ワーク内容に興味を持った

36 名

実施例：表 1
12．東京 明星大学、
14．北海道
8．山口

瀬棚
萩光塩学院

18．東京 大島
5．大阪

恵の園

老人ホーム高槻荘、など

Ｄ）主にホームステイをしながら地域で、複数

参加者の半数以上が、「日本へ行きたい」ことを
理由に参加している。参加者の国籍は、韓国の次が
ロシアで、ウクライナ、ポーランドなどからの参加
者が増えている。来日に際して“Invitation Letter（招
聘状）”（CIEE が Invitation Letter を発行し、参加者

のボランティア活動を行うキャンプである。

は現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受け

自治体や地域の国際交流団体が主催（サポ

る）を必要とする東欧諸国の若者にとっては、「安

ート）する地域密着型で、好奇心旺盛な、

い費用で日本に滞在できる」魅力的なプログラムの

いろいろなことにチャレンジしてみたい参

ようだ。一方で、日本へのリピーターも少なくない。

加者に向いている。

彼らはキャンプを、「観光では得られない日本人と

実施例：表 1

の交流の機会」、「東京とは違った日本を体験でき

6．岡山

美作国際交流をすすめる会、

8．山口

萩市

16．岐阜

東白川 名古屋商科大学、など

た」などと評価している。

②ワークはきつかったですか？
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はい

20 名

いいえ 52 名

（いいえの回答に対して）ワークはどうでし

64 名

簡単すぎる

6名

も行われたようだ。

12 名

時々、退屈だった

にぎりを作ったり、参加者が自国の料理を振る舞っ
たりという「食のイベント」は、どこのキャンプで

たか？（複数回答あり）
満足だった

変満足だったようだ。日本人と外国人が一緒に、お

以上、キャンプの実施状況について、参加ボラン
ティアの評価の一部を紹介した。今後は彼らが日本

「休みも十分になく、仕事がきつすぎた」、
「猛暑

でどのような体験や出会いをし、どのような成果を

のために野外でのワークは厳しかった」などの声が

得たのかについて、アンケート・聞き取り調査など

あったが、全体的にはワークは、「満足、ちょうど

を行い、結果を分析、さらにそこから海外からのボ

いい」から「やや軽い」といったところだろう。
「簡

ランティアが日本で活動する意義や、参加者と受入

単すぎる、退屈」と感じた参加者が 18 名もいるの

れ団体との交流の成果なども明らかにしていきたい。

は少々問題だ。「ワークキャンプ」という名称から
「肉体労働、汗を流す活動」を期待する参加者には、

3-4. CIEE のキャンプの特徴

交流中心の日本のワークは「簡単で退屈」に感じら

さてここで CIEE が日本国内で行っているキャン

れたのだろう。一方で、「日本語ができない参加者

プについて、その特徴を、海外（主にヨーロッパ諸国）

に、どこまで仕事を任せられるのか？」という受け

で行われているキャンプと比較して述べてみたい。

入れ団体の声もあり、参加者の日本語力もワークの
満足度に影響している可能性がある。また、「利用

①キャンプの規模が、海外では 10～20 名のもの

者（知的障がい者や高齢者）とのコミュニケーショ

が一般的なのに比べ、ボランティア 3～5 名の

ンが主な仕事なので、利用者の方が不在だと暇にな

小さい規模のものが多い。

ってしまう」というような声が、参加者やリーダー
から上がっている。

②海外ではキャンプのプロジェクト内容が「修復
中の城へ繋がる歩道を建設する」
「テーブルや
イスを作り、公園内に設置する」などシンプ

③宿泊施設に問題がありましたか？
はい

7名

ルなのに対し、受け入れ団体が複数であった

いいえ 65 名

り、受け入れ団体に、地域の団体や個人が部
分的に協力したり、キャンプ地が 2 箇所に分

「施設内にシャワーがない」「部屋の風通しが悪
く、暑くて寝られない」などの苦情があったが、9
割近くが満足していて、特にホームステイをした参
加者は、期待以上のおもてなしと快適な環境に驚き、
感謝している。

かれていて、途中で移動したりと複雑なケー
スが多い。
③日本ではキャンプが、受け入れ施設の「年中行
事」として定着しているケースが多い。
④海外に比べ、施設の利用者やスタッフ、地域住
民との交流を重視するキャンプが多く、ワー

④食事はどうでしたか？

クの内容にもそのことが反映され、
「労働」の
67 名

満足だった

5名

満足できなかった

割合が少ない。
⑤日本への憧れや興味からキャンプに参加する
ボランティアが多く、受け入れ団体もそれに

「食事が嗜好に合わなかった」という数名を除き、
「（受け入れ先からの）提供」
「自炊」を問わず、大
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応えて、
「おもてなしの精神」で、日本の伝統・
文化に触れる機会を積極的に提供している。

「日本型ワークキャンプ」の充実のために

⑥宿泊形態が、海外で多い「テントや簡易施設で

と理解しつつも、遠方からの旅人を歓迎する「おも

寝袋持参」ではなく、ホームステイ、旅館、

てなしの精神」は旺盛で、受け入れ団体はキャンプ

ユースホステル、青少年宿泊施設などであり、

のために、経済的な負担はもとより、多くの時間と

宿泊や食事などの受け入れ環境に対する参加

労力を費やしている。そのことは参加者の、宿泊施

者の満足度が大変高い。

設と食事に対しての満足度が非常に高いこと（3-3

⑦海外では参加者たちが順番で食事の準備をす

問②）からも察することができる。また言葉や文化、

る「自炊」が主流だが、日本では半分以上の

習慣の異なる若者たちと未熟なリーダーを、忍耐と

キャンプが「給食」である。それに加え、受

情熱を持って受け入れている。CIEE はそのことに

け入れ団体は「食は文化」と考え、郷土料理

感謝し、受け入れ団体の負担を軽減するために、地

や日本の料理を味わう機会を積極的に作って

元の自治体などにプログラムへの協力を依頼した

いる。

り、受け入れ団体向けに、学びと受け入れ担当者の
交流の場を提供したりというサポートを推進した

以上のような特徴を持ったキャンプを、
「CIEE の

いと考えている。また新規の受け入れ団体の開拓も

日本型ワークキャンプ」と名付け、最後に、
「CIEE

課題である。その際、単独では 2 週間のプログラム

の日本型ワークキャンプ」を充実させるための課題

を担えない団体のために、地域にある他団体との共

を考えてみたい。

同開催を提案したり、資金的に受け入れが難しい団
体に、自治体などからの補助金の申請をアドバイス

3-5. 「CIEE の日本型ワークキャンプ」充実のために

したりというサポートも必要となる。

「CIEE の日本型ワークキャンプ」を質・量とも

第 3 は、リーダーの事前研修の充実である。プロ

に充実させるために取り組まなければならない課

グラム内容が複雑で関わる人数が多い「日本型ワー

題を、海外から参加するボランティア、受け入れ団

クキャンプ」では、リーダーの重要な任務は「通訳」

体、リーダーに分けてあげてみる。

と並んで、「時間厳守を徹底させること」であるこ

第 1 は、ボランティアへの情報である。
「日本型

と。また参加者がワークを、「簡単すぎる、退屈」

ワークキャンプ」の特徴をインターネット上の限ら

と感じる（3-3 問③、④）こともあるようなので、

れたスペースの中で的確に海外に発信していくこ

その際はリーダーが自発的（voluntary）に仕事を作

とである。それによって各々のキャンプに「ふさわ

り出そうとする姿勢が求められることなどを十分

しい」ボランティアを集め、「自分の思っていた内

に理解したうえでキャンプに臨めるよう、研修内容

容と違う」という理由でキャンプを途中離脱する参

の充実も課題である。

加者をなくし、参加者がプログラム内容に満足して
帰国できるようにする必要がある。また、「労働」
より「交流」に重きを置く「日本型ワークキャンプ」

今後も日本の各地で、多くのキャンプが誕生す
ることを願って、レポートを終わりにしたい。

が、どのように地域貢献につながっているのかを検

なお、本レポートの作成にあたり、CIEE 日本代

証し、それを海外に発信していくことは、参加者の

表 大竹和孝氏、国際交流事業部長 根本斉氏、国

モチベーションを高めるのに重要なことだと考え

際ボランティアプロジェクト担当 石川昌祐氏（レ

ている。

ポート作成当時）に、ご協力をいただいたことを

第 2 は、受け入れ団体へのサポートである。多く

感謝する。

の受け入れ団体はボランティアを受け入れること
の価値を見出し、毎年のキャンプを楽しみにしてい
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る。しかしながら「ボランティアはお客様ではない」
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「日本型ワークキャンプ」の充実のために

Examination for Improving Japanese Style Work Camp
Report on the CIEE International Volunteer Project in Japan
Seiko KUROSE
(Council on International Educational Exchange)

Key Word : CIEE, International volunteer project, accepting volunteers, International work
camp, Japanese style work camp
Council on International Educational Exchange (CIEE) organizes “International Volunteer Project” every year since 1995.
This project is interactive and provides various kinds of programs for both incoming volunteers and outgoing volunteers.
Number of volunteers accepted in Japan is far smaller than that of volunteers sent abroad.
The author has been in charge of developing domestic projects since 2008 to increase the number of volunteers from
abroad.
Through the necessary procedures, such as searching new project places, preparation for the camp programs, support during
the camp period, review of each project for the continuation in future, the author faced several difficulties in carrying out
the European style work camp in Japan. However, consideration on these problems will show how to plan Japanese style
work camp in future.
This report deals firstly with “International Volunteer Project” referring to the history of “International work camp”.
Secondly it deals with how CIEE has worked on this project. Thirdly consideration is given on the features of Japanese
style work camp in reference to the report on the work camps in 2010. Finally the author will try to search for clues to
improve Japanese style work camp in CIEE.
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【書評】
関係性の学び方

書評

関係性の学び方：「学び」のコミュニティとサービスラーニング
サラ・コナリー、マージット・ミサンギ・ワッツ 著 山田一隆・井上泰夫 訳
晃洋書房（2010 年）
山

「私の中では…」という学生の語り口が耳に付く

口 洋 典
(立命館大学)

いが）低回生向けのハンドブック群の第 1 巻と第 2 巻

ようになった。評者にとっての違和感は「なぜ、中

を訳したものである。日本語版の出版にあたっては、

に留めるのか」、また「なぜ、中に留まるのか」と

上記のような特徴をつけるべく、原典では第 1 巻の

いう点にある。そうした語りに出会うときには、も

『Service Learning』
（Margit Misangyi Watts 著）を訳

っと、
「私」を「社会」へと開いて欲しい、そんな

書では第二部に、第 2 巻の『Learinig Communities』

願いを抱かざるをえない。ただし、そうしたもどか

（Sara Connolly 著）を訳書では第一部に、という順

しさに出会う機会があるなら、恐らく本書が説く

で所収された。シリーズ名称の 3 語の頭文字を取る

「学び」の方法を学ぶことの意義を十分に実感でき

と、皮肉なことに「救命信号」を意味する「SOS」

ることだろう。

となるのだが、これは当初からの意図であるようだ。

書題の『関係性の学び方』は、訳者らによって名

事実、原典の表紙には、海難事故の場面でよく見ら

付けられたものだ。本書は「訳者によるはしがき」

れる、オレンジと白で彩られた浮き輪が、共通の装

にもあるように、「米国の初年次オリエンテーショ

丁として読者の目を引くものとなっている。

ン用ブックレットとして刊行」されたものを、「日

まずは目次をもとに内容を概括してみよう。まず、

本における大学等高等教育機関が求められる新し

「訳者によるはしがき」は、ここまで述べてきたと

い戦略的教育手法を考えるヒントを提供すること

おり、なぜ本書を訳出したのか、そして訳出にあた

を企図して」出版されたものである（p.vii）。その

ってどのような工夫を施したのかが記されている。

特徴は「原著がターゲットとした読者である学生は

同時に、高等教育政策の中で新たな教育手法が求め

もとより、『学び』のコミュニティやサービスラー

られる背景と、その具体策として学部や専門を横断

ニングを新しい戦略的教育手法として導入を検討

した小集団科目において地域社会との協働のもと

している大学関係者も読者として想定している」こ

でサービスラーニングという方法を企画開発して

とにある。そのため、原著では間接話法となってい

いくことの意義に関する、短い研究ノートという性

る部分を直接話法にするなど訳出にも工夫を施し

格をも見いだすことができる。日本語版が学生のみ

つつ、二部構成の形態をとって、前半部で「学びの

ならず、広く大学関係者を読者として設定された企

コミュニティ」
、後半部で「サービスラーニング」と、

図が伺える。

副題を順に紐解いていくという構図となっている。
そもそも本書の原典は 1 冊の本ではなく、2 冊の

第一部「『学び』のコミュニティ」は、6 章から
なる。まず「イントロダクション」では、ある種の

ブックレットを前述のとおりに一つの名前で束ね

孤独感や孤立感を覚えたことのある 3 人の学生が、

たものだ。具体的には、Pearson Education が刊行する

いかに仲間と出会ったかに関する自己物語が紹介

Student Orientation Series と名付けられた（関西以外

され、大学生活がうまくいかないのは決して特別な

の大学では「低年次」などと言われるのかもしれな

ことではない、と、呼びかける。続いて「
『学び』の
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コミュニティとは何か」では(1)つながり、(2)リー

第二部「サービスラーニング」は、7 章からなる。

ダーシップ、(3)少数グループ、(4)批判的思考、(5)

第 1 章「サービスラーニングとは何か」で定義が、

到達度の 5 つの視点から、学生どうしの関係構築の

第 2 章「なぜ、サービスラーニングなのか」では目

有り様が示された後、次章の「『学び』のコミュニ

的が、それぞれ示された上で、第 3 章「わたしにと

ティのインパクト」にて、多様な学生の関わりにど

ってどのような効果があるのか」にて、個の人格形

のような「評価（assesment）」がもたらされ、どの

成とあわせて「社会的責任を受け入れ」る「educatad

ように「評定（assesment）」されるのか、言わばコ

citizen」（p.103）となり「生涯にわたって学び続け

ミュニティ形成の結果（例えば、どう受け取られた

る」という「lifelong learner」になると、教育手法

か）とその成果（例えば、どう変わったのか）につ

としての意義がまとめられてる。サービスラーニン

いて、それぞれ先行研究や実践事例をレビューし、

グには多様な定義がなされているものの、共通する

まとめられている。そして、「キャンパスの居場所

のは「他者に奉仕する」教育プログラムを通じて「創

探し」では「学び」のコミュニティが類型化され、

造的に問題解決」できるよう「意思決定できる人に

「かかわりを持つこと」では導入期以外の学生（関

なる」ことが期待されているという（p.95）。その

西流に言えば「上回生」）に向けたプログラム以外

ため、第 4 章の「地域にとってどのような効果があ

の方法によるコミュニティへの参加の契機として

るのか」では「多様な文化や価値システムを理解す

「ピア・リーダー」（p.58）というロールモデルの

ることができ、卒業した後に人生を送ることを選択

存在が提示される。

した地域社会での生活に参画する」ようになると示

興味深いのは、いくつかの大学での実践事例から、
「学び」のコミュニティが 4 つの「タイプ」
（p.39）

されている。
サービスラーニングの効果は自他共に大きいこ

に整理され、その「特徴」（p.55）がまとめられて

とは、誰もが否定しないだろう。しかし、そんなに

いることだ。その 4 つとは(A)パッケージ型の科目

簡単に事が運ぶわけでもない。したがって、第 5 章

や教養を涵養するゼミナールなどの「学生コーホー

では「サービスラーニングに参加したとき、どのよ

ト・統合ゼミ」モデル、(B)複数科目の同時登録で

うに学ぶのか」、第 6 章では「どのようなプロジェ

履修を促す「連携科目」モデル、(C)複数教員の科

クトがあるのか」、第 7 章では「どのようにサービ

目を結合させた新たな科目をチームティーチング

スラーニングを始めるか」、と、読者をまちへと誘

で進める「調和した勉強モデル」
、(D)一定期間を寮

う。そして講義室を離れて地域社会で学ぶ上では学

などで居住する「生活し学ぶ『学び』のコミュニテ

習者に「日常生活を詳細に検討する」
（p.109）こと

ィ」モデルである。そうして終章の「展望とプロフ

が求められるため、「認識」と「感情」の変化の過

ィール」では、冒頭で紹介された 3 人とは別の 3 人

程をふりかえること（reflection）が極めて重要とな

の学生にインタビューされた内容から、コミュニテ

ることが浮き彫りにされる。要するに、ポートフォ

ィに「参加していない学生は共同体の経験を捉え損

リオなどと呼ばれる現場の記録や、活動の日誌等を

なっている」（p.65）と、他者との関わりを通じて

つける習慣が欠かせない、ということだ。

「意見の不一致や問題が必然的に発生する」
（p.65）

なお、第二部の終わりに提示される「取り組みを

ゆえに、
「助言」
（p.66）し合える関係になったとき、

見つける」上での 12 のガイドライン（p.139）は、

自らの「殻を破る」（p.67）ことができる、と、ま

何もサービスラーニングに留まらず、地域参加型の

とめている。また、ブックレットという性格を反映

学習、転じて座学以外の学びに通底する指摘と言え

して、各章の末尾と第一部の終わりには原典の読み

よう。要約すると、情報の収集、政策の分析、目標

手である学生たちのへ問いと、使い手の教員への参

の整理、目標の理解、途上での自己評価、辛抱強い

考ウェブサイト、さらに文献が提示されている。

コミュニケーション、行動の記録、期待の明確化、
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会議への出席、活動可能時間の提示、契約の締結、

に合点がいく。すなわち、他者との関わりによる「学

以上 12 点だ。ちなみに本評では詳述しないが、第

び」の前に、自らの身の置き所として学生どうしの

二部の各章の扉で紹介されている格言（例えば、キ

コミュティ形成が先に必要なのではないか、という

ング牧師の言葉や中国のことわざ、など）は、学習

ことだ。であれば、原典のとおりに、間接話法は間

者の「学び」への姿勢を問い直す至言として位置づ

接話法で、という方が、学生の関心を引いたかもし

けられる。また、巻末の書式集は、大学関係者のみ

れないし、転じて日本人によって書かれた本文中の

ならず、インターンシップやゼミ活動で学生を受け

イラスト、写真なども織り交ぜて見た方が、日本の

入れる NPO 等にも参考になるだろう。

大学生たちにもより響くものになったかもしれない。

本書をもとにすれば、サービスラーニングがイン

いずれにせよ、現代 GP などをはじめとして、各

ターンシップと決定的に異なることが明らかとな

大学にサービスラーニングが広まりつつある今、本

る。それはインターンシップがどこで何をするのか

書は全入時代における大学の「学び」を熟考する上

が鍵になるのに対し、サービスラーニングでは誰に

で大事な書籍の一つだろう。また、学生たちを受け

何をするのかに力点が置かれるためだ。その際、誰

入れる、さらには大学生に留まることのない、

と共にするのか、いるのか、あるのか、そうした多

lifelong learner たちに、講義室とまちとをつなぐ、

様な他者の介在が「学び」への扉を開くのである。

重要な一冊でもある。さらに既述のとおり、NPO

何より、本書でも「学び」と括弧付きでこの語が取

等での実践家にも響く言葉や素材に満ちている。訳

り扱われている理由は、勉めて強いる「勉強」

者の労を多としたい。

（study）として業（わざ）を一方的に授かる（つ

冒頭で、「私の中」に留め、あるいは「私の中」

まり授業）とは異なり、能動的にもの・こと・ひと

に留まることによって「私」にこだわる学生の声を

に関わる行動的な学習者「active learner」
（p.26）と

紹介した。実はその対極に、「今、社会は…」とく

なることが提起されるためだろう。

くる学生たちの語りも気になっている。近年、自ず

関西の大学に籍を置いてきた訳者らは、あとがき

と他者との関わりを持たざるをえない事柄、例えば

で「信頼できる仲間や地域社会への貢献を通して自

ネットワーク、ビジネス、またアートやデザインな

己肯定感を取り戻し」
（p.165）ていくことが、現代

どに、「ソーシャル」という形容詞が掲げられる傾

の大学教育において喫緊の課題であることを学生

向があるし、弁護士や議員といった専門職にも「社

とのやりとりを参考しながら示している。それはち

会派」という冠が付与されるようになって久しい。

ょうど、正解を探す「勉強」に長けてきた大学生た

本書が、時代に生き、次代を担う学生たちに、
「私」

ちが、過大な承認欲求（例えば、太田 2007）のも

と「社会」をつなぐ、転じて「私」を「社会」に開

とで、所属を吟味しすぎることにより、結果として

き、大学とまちを接続する学びへの補助線を提示す

「所属なき承認欲求」がもたらされている状況にあ

る手引きとされることを願うところである。

るのではないかと評者は捉えている。だからこそ、
結果として自らの役割を見い出しやすい、あるいは

【引用文献】

目の前の他者から役割が付与される「『学び』のコ

太田肇. 2007.

ミュニティ」と「サービスラーニング」は、今の時

活かすか? 東洋経済新報社.

承認欲求：「認められたい」をどう

代に生き、暮らし、学ぶ学習者の無言の「SOS」に
応える枠組みなのだろう。
このような時代の状況を鑑みれば、本書が原典の
順番どおりではなく、「学び」のコミュニティから
サービスラーニングという流れで訳出された意図
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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、英文のタイトル、および、英文のアブストラクト、英文のキードだけを記す（著者名
は書かないこと）。ただし、書評には、英文のタイトルは必要ない。

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。
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 40 行とする。
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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。
・句点は「、
」
、読点は「。
」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（
統計

記号などイタリック体での印刷となる箇所には実線のアンダーライン（

）を、また、

）を引くこと。

３）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。
４）図表、注、引用、引用考献の記述形式は、別添の「執筆要領〔図表表記・引用法〕
」に従う。
５）論文と研究ノートにおいて、章や節等は以下のように番号をつける。
（例）
1．ボランティアの意味―現在から過去へ―
1-1．ボランティア活動の類型
1-1-1．社会問題への対応
６．投稿原稿の送付
投稿は、電子ファイルでの投稿を基本とする。MS-Word で作成したファイルを学会の事務局のアドレス
に送付すること。件名に「ボランティア学研究投稿原稿送付」と明記すること。

〔送付先〕
「ボランティア学研究」編集委員会宛
E-mail：volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
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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「ボランティア学研究」執筆要領〔図表表記・引用法〕
１．図表について
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
表は、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 つの表を書く。表には、表 1、表 2
のように通し番号を付け、表の表題も同じ用紙に明記すること。

表 1 ボランティアに対する意識（年齢別）

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

図 1 ボランティア参加者数の推移
２．注について
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･･･

３．引用・参照方式
基本的に、論文中の引用・参照方式を統一することが重要である。

（１）本文中での引用・参照文献（□はすべて半角スペースをあらわす）
文中の引用・参照箇所には（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。引用ページは、発表年の後「：」
で区切り、明記する。また、数字は半角算用数字を用いること。
例）中田（2000）は、…
（中田 2000）
（木村 2002 ; Rothman 1997 ; 田中 1998）
（WHO 1999）
（佐藤 2008:211）

Vol.11

137

（２）翻訳のある外国書からの引用・参照
原典から直接に引用・参照する場合は、Thane（1996:23-4）あるいは（Thane 1996:23-4）のように記
載するが、翻訳書から引用・参照する場合は、Thane（＝2000:34-5）あるいは（Thane＝2000:34-5）の
ように記載する。原典と翻訳書からの引用・参照を併記する場合は、Thane（1996:23-4＝2000:34-5）
あるいは（Thane 1996:23-4＝2000:34-5）のように記載する。

（３）短い引用
文献から短い文章を引用するときは、本文中に「
中に「

」が使用されている場合はその箇所を『

」でくくる形で引用を行う。その際、引用文
』に変える。

（４）長い引用（□は空欄をあらわす）
本文・・・・・・
1 行空ける
□□□・・・・・・・・
□□・・・・・・・・・
□□・・・・・・・・．
（佐藤 2008:25）
1 行空ける
□本文・・・・・
・・・・・・・・

４．引用文献の記載方式（文末の文献欄における記載の方式）
①単著の場合
著者名.□出版年.□書名（タイトル：サブタイトル）.□出版社名．
（例）
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．
Goffman，Erving.

1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.

Doubleday.

〔注〕
ⅰ．ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルだけでもよい。その場合は、イニシャル．
（ピリオド）
となる。

②共著の場合
文献上の著者順.□出版年.□書名（タイトル：サブタイトル）.□出版社名．
（例）
後藤武・佐々木正人・深澤直人．2004．デザインの生態学：新しいデザインの教科書．東京書籍．
Kirk, Stuart and W. J. Reid. 2002．Science and Social Work: A Critical Appraisal．ColumbiaUniversity Press．
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③編書の場合
編者名.□出版年.□書名（タイトル：サブタイトル）.□出版社名．
（例）
内海成治編．2005．国際協力論を学ぶ人のために．世界思想社．
内海成治・勝間靖・中村安秀（編著）．2008．国際緊急人道支援．ナカニシヤ出版．
Clark, Chris (ed.). 2001. Adult Day Services and Social Inclusion．Jessica Kingsley Publishers．
Hoffman, Susanna M. and Anthony Oliver-Smith (eds.). 2001. Catastrophe & Culture. School of American
Research Press.

〔注〕
ⅰ．欧文の場合、編著者名の後に、編者が１名の場合は ed. 複数の場合は eds.を入れる。

④編書論文の場合
論文著者名.□出版年.□論文名.□編者名.□書名.□出版社名.□論文初頁‒終頁．
（例）
岡本榮一．2006．ボランティア=自ら選択するもう一つの行き方．岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子（編）
．

学生のためのボランティア論．大阪ボランティア協会．6-21
Stalker, Susan. 2001. Inclusive Daytime Opportunities for People with Learning Disabilities. Clark, Chris (ed.).
Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers. 46-66．

⑤雑誌論文の場合
論文著者名.□出版年.□論文名.□掲載雑誌（もしくは紀要）名□巻 (号):論文初頁‒終頁．
（例）
小野晶子・山内直人．2002．経済学からみたボランティア．ボランティア活動研究 11：50-66.
厚東洋輔．1999．ボランティア活動と市民運動．奈良女子大学社会学論集 6：125-141.
Ash, Sarah L. and Patti H. Clayton. 2004. The Articulated Learning: An Approach to Guided Reflection and
Assessment. Innovative Higher Education 29(2), Winter : 137-154．

〔注〕
ⅰ．3 名を越える著者については 3 名まで連記し、それ以上は「ほか（欧文の場合は et al.）
」で表記する。
ⅱ．雑誌名、紀要名は出版元に関する表記は原則必要ないが、その名だけでは出版元がわかりにくい場合
は表記する。
ⅲ．雑誌・紀要の巻・号については、たとえば第 42 巻第 2 号を 42(2)というように表記する。巻のみ、も
しくは号のみの場合は、たとえば第 25 号を 25 というように表記する。
ⅳ．掲載頁が年巻通算頁で記されているものは、その頁で表記する。その場合は、号数表示を省略してよい。

⑥翻訳書の場合
原典の書誌情報．
（＝翻訳の出版年.□訳者名.□訳書のタイトル.□出版社名．）
（例）
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Goffman，Erving.

1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.

Doubleday. （＝1984．石黒毅訳．アサイラム : 施設被収容者の日常世界. 誠信書房．
）

〔注〕
ⅰ．原典の書名はイタリック体で表記するか、もしくは下線を引く。
ⅱ．ファースト・オーサーのみ、ファミリーネーム，ファーストネーム ミドルネーム（イニシャルのみ）
．
で表記し、後は、ファースト／ミドルネーム（イニシャルのみ）．ファミリーネームで表記する。複数
の表示は and を使用する。
ⅲ．掲載雑誌名・書名はイタリック体、もしくは下線を引く。

⑦初出誌の掲載誌と再掲編著書を共に示したい場合
初出誌に関する書誌情報（再録：再録編著書に関する書誌情報）
（例）
吉田民人．1974．社会システム論における情報：資源処理パラダイムの構想．現代社会学 1(1)：7-27．
（再録：1990．情報と自己組織性の理論．東京大学出版会．153-72．）

〔注〕
掲載頁表示において、153-172 という場合には、153-72 という表示でよい。

⑧報告書の場合
著者または組織名.□刊行年.□報告書名.□発行組織名.
（例）
「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.

⑨政府刊行物等の場合
編集機関名.□出版年.□書名.□発行元．
（例）
厚生労働省．2010．厚生労働白書（平成 22 年版）
．日経印刷．

⑩修士論文・博士論文の場合
著者名.□論文提出年.□論文名.□〇〇大学大学院〇〇学研究科〇〇年度修士論文（あるいは博士学位論文）
．

⑪学会報告原稿の場合
著者名.□発行年.□表題.□学会報告要旨集名（開催大学名）.□原稿初頁－終頁．
（例）
山口洋典・渥美公秀. 2006. 砂漠緑化活動のアフォーダンス：中国内蒙古自治区白二爺砂丘の 7 年.

第 7 回国際ボランティア学会大会発表要旨収録集（文教大学）. 40-41．
⑫電子メディア情報の場合
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著者名.□公表年または最新の更新年.□表題[Web page].□発信元（URL,□アクセス年月日）．
（例）
初等中等教育局国際教育課．2009．
「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関する調査
（平成 20 年度）」の結果について．文部科学省（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/07/1279262.
htm, 2011.7.20）．
The International Society for Third-Sector Research. About ISTR[Web page]. The International Society for
Third-Sector Research Web site.（http://www.jhu.edu/~istr/about/, January 19, 2004）.

⑬CD-ROM の場合
（例）
Anderson, Shauna C. and Keila B. Poulsen (eds.). 2002. Anderson's Electronic Atlas of Hematology [CD-ROM].
Lippincott Williams & Wilkins.
５．文末における注リストの記載方式：片カッコ№を列挙する。
【注】
1)□・・・・・・・本文
□□・・・・・・・・
2)
3)
：

６．文末における文献リストの記載方式
①文献リストには本文中に引用もしくは言及した文献のみを記載する。
②１文献ごとに改行する。
③著者（ファースト・オーサーのファミリーネーム）の ABC 順に並べる。日本人のラ行は R の位置につける。
④同一著者の複数の文献がある場合は、出版年の古い順に並べる。
⑤同一著者の複数の文献が同一出版年である場合は、
（出版年 a）
（出版年 b）
（出版年 c）という具合に並べる。
⑥同一著者が共著のファースト・オーサーになっている場合は、単著が終わった後に並べていく。

（文献）
・・・・・・・・・
□□・・・・・・・
・・・・・・・・・
□□・・・・・・・
：

本執筆・投稿規定および執筆要領は、社会学評論（日本社会学会）
、社会福祉学研究（日本社会福祉学会）
、

実験社会心理学研究（日本グループ・ダイナミックス学会）の執筆規定等を参考に作成した。
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編

集

後

記

「ボランティア学研究」も昨年末めでたく第 10 号を発行することができ、新しい次の 10 年を迎え
ることになった。それを記念して、本号より、判型を A5 から A4 に変更し、表紙のデザインも一新し
た。デザインは山口委員長の考案であり、知的ルネサンスの一角を担う應典院の主幹らしく、書く人
や読む人の息づかいが伝わるような題字と色遣いになっている。本誌の段組も、読みやすくなるよう、
1 段組から 2 段組に変更した。
表紙を飾る絵は、スリランカの子どもが描いたものである。国連環境計画と地球環境平和財団、バ
イエル、株式会社ニコンの主催で 1991 年より毎年行われている、
「国連子供環境ポスター原画コンテ
スト」に世界各地から寄せられた応募作品の中の 1 枚である。コンテストの全応募作品は総合地球環
境学研究所に寄贈されており、すでに 20 万点を越えたと聞く。総合地球環境学研究所のご厚意で、そ
の中から 1 枚選んで、今回、表紙に使わせて頂いた。
名も知らぬ子どもの描いた絵ではあるけれど、その 1 枚の絵から私達はたくさんのメッセージを読
み解くことができるだろう。
この絵には何が描かれているのだろうか？
その子どもは何を伝えたかったのだろうか？
その子どもの思いに私達はどのように応えることができるのだろうか？
コンテストの応募作品の中から、毎号、1 枚ずつ紹介していく予定である。子ども達が描く絵にはど
れも、地球、環境、自然を大切にしたいという切なる願いが込められているだろう。子ども達の願い
は共通であっても、その願いを表現するデザイン、モチーフ、色遣いは様々であり、その絵を描いた
子どもが置かれている社会的文化的背景を反映していることがわかるだろう。これらの多様性の中に、
私達は何を感じ、何を考えるだろうか。各号の表紙を飾る 1 枚の絵との出会いは、私達に知的刺激を
与えてくれるはずだ。
考えてみれば、「ボランティア学研究」に収録された論文、研究ノート、フィールドレポートについ
ても同じことが言えるだろう。どれもボランティアの実践をベースに考察されたものである。一遍の
論文を書き上げるまでに、著者はどれだけ多くの人達と関わり、どれだけ多くの汗と涙を流し、どれ
だけ多くの喜びを感じたことか。人知れず積み上げられた実践の中から絞り出された知見は、私達の
心に共有されている高邁という名の熱いマグマを活性化してくれるだろう。本誌が、これからも、そ
のような出会いの場であり続けることを祈念している。

〔編集委員会〕
山口洋典（立命館大学・浄土宗應典院、委員長）、関嘉寛（関西学院大学、副委員長）
、
阿部健一（総合地球環境学研究所）、内海成治（お茶の水女子大学）、森定玲子（プール学院大学）、
ルルデス・エレーラ（大阪大学大学院）
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