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世界からの共感と連帯

世界からの共感と連帯
－国境を越える出会いと学び－
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村

安

秀（大阪大学）

【要旨】
東日本大震災は、高齢化社会を直撃した自然災害であった。緊急時から復興に至るまで、被災した地元の
人たちが中心になって被災現場で活動を行っていた。また、国内外から多くのボランティアや関係団体が駆
けつけ、よそ者と地元の方との間で多くの協働の物語が生まれていた。インド洋地震津波支援においては、
ビルド・バック・ベターの思想が提唱された。災害前にすでに存在していた社会の脆弱性や不公平さに慎重
に対処しながら、被災地に外部から駆けつけた支援者とともに、新しい社会を創造していくことの意義が強
調されていた。東日本大震災において、海外から多くの支援が寄せられた。人と人がつながり、国と国がつ
ながるグローバル世界においては、国際的な緊急支援を行うこともあり、ときには緊急支援を受ける側に回
ることもある。世界から支援を受けた東日本大震災の貴重な経験を契機に、共感と連帯への感謝の気持ちを
活かした、双方向のベクトルをもった新しい国際協力のあり方が確立することを期待したい。
【キーワード】東日本大震災、共感、連帯、ビルド・バック・ベター、協働

１．援助は人のためならず
東日本大震災において、海外から多くの支援が

辺を直撃した直下型地震は、市街の 90％以上の建
物を崩壊させ、バム市（人口約 10 万人）の住民の

寄せられた。外務省が把握した外国政府や国際機

約 4 人に 1 人が命を落とすという大災害となった。

関からの物資支援や寄付金だけでも、2011 年 11 月

私が訪問した高校では、320 人に生徒のうち 20 人

現在、126 の国・地域、・機関から総額 175 億円以

が地震の犠牲となり、半分以上の生徒が家族を失っ

上にのぼった（外務省 2011）。「1999 年のトルコ地

ていた。教職員 42 人のうち 4 名が亡くなり、被災

震に際して日本が支援の手を差し伸べてくれたこ

者である教師たちも落ち込み、直後は学校を再開

とを忘れていない」というトルコは救助隊を送り、

させる気にはなれなかったという。教育省の計らい

モンゴルは国家公務員が 1 日分の給料を義援金とし

で、震災 1 ヵ月後に生徒たちを引率してマシュハ

て寄付することを決めた。パレスチナ自治区では、

ド（イラン北東部のシーア派の聖地）に遠足に行

国際協力機構（JICA）帰国研修員が呼びかけ、戦

き、旅先で出会った人々の共感の気持ちに触れて、

禍にあるガザ地区で追悼集会が開かれた。インド洋

生徒たちも変わり始めた。また国外からも多くの方

地震津波の被災地のインドネシアのバンダアチェ

がバムのために働いてくれ、私たちを支えてくれた

市では追悼行事で日本の歌が謳われた（国際協力機

ことも大きな力になったという（ジャパン・プラッ

構 2011）
。物資支援のリストを見ると、スリランカ

トフォーム 2004）。

は紅茶ティーバッグ 300 万袋、モルディブは特産物

「国外からも多くの方がバムのために働いてく

のツナ缶 69 万個、日系移住農民の多いパラグアイ

れ、私たちを支えてくれました。みなさんの共感

は豆腐 100 万丁といったように、ひとつひとつの支

（sympathy）と連帯（solidarity）に心から感謝して

援物資や寄付金に、それぞれの国の人びとの思いが
こめられていた。

います。」
自分自身も被災者であった校長先生の言葉に、支

イラン・バム地震の被災地を訪問したとき、多く

援させていただいた私たちの方が励まされる思い

の教師と生徒を一瞬にして失った高校の校長先生

だった。私は、バム市内のあまりの大きな被害の現

のことばが忘れられない。2002 年 12 月にバム市周

状に言葉も失っていた。また、遠く離れた日本から
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の支援が本当にどれくらい役立ったのだろうかと

たい。第１に、地震による直接の被害が少なく津波

いう忸怩たる思いもあった。崩れ落ちた建物と瓦礫

被害が中心だった。そのため、世界の大規模津波災

のなかで、被災者の方から共感と連帯という大切な

害と同様に、ほぼ等高線により被害地域と受けな

言葉を教えていただいたのだった。

かった地域が峻別されていた。従って、緊急・復
旧・復興支援を考えるときに、市町村単位ではなく、

東日本大震災では、今度は私たちが海外から支援

もっと細かな行政単位での取り組みが求められて

を受ける立場になった。世界各国の政府機関、民間

いる。たとえば、岩手県陸前高田市では、津波が直

団体、ひとりひとりの市民から贈られた共感と連帯

撃した気仙町と高田町では被災前に比較して登録

に感謝したい。同時に、今後は、日本も災害時には

人口が 30％近く減少しているのに対して（2011 年

各国からの支援を受ける立場になることを前提と

10 月現在）、他の６つの町ではほとんど人口に変動

した国際協力が求められている。

がないか、あるいは微増している（佐々木 2011）。

グローバル世界のなかで、人と人がつながり、国

このように、被災した市町村の内部において、復旧・

と国がつながっている。当然のことながら、国際的

復興の基本となる人口動態も大きく異なり、当然、

な緊急支援を行うこともあり、ときには緊急支援を

復興のニーズも地区ごとに大きく異なっている。

受ける側に回ることもある。今後は、国境を越えた
グローバルな双方向の関係性のなかでの国際協力

表１

世界の大規模な自然災害（1995 年以降）

のあり方が問われている。東日本大震災で私たちが

1995 年

阪神淡路大震災

いただいた海外からの支援に対する恩返しは、政府

1998 年

ホンジュラス・ハリケーン（1.4 万人）

開発援助（ODA）の金額の多寡ではなく、共感と

1999 年

トルコ・地震（1.5 万人）

連帯への感謝の気持ちをどのように表現していく

2000 年

ベネズエラ・洪水（3 万人）

かにかかっている（中村 2011）。

2001 年

インド・地震（1.4 万人）

世界では、1995 年の阪神淡路大震災から 2011 年の

2003 年

イラン・バム地震（3 万人）

東日本大震災の間の 16 年間に、数多くの自然災害が

2004 年

インド洋地震津波（23 万人）

起きていた。死者と行方不明者が１万人以上という

2005 年

パキスタン北部地震（7.5 万人）

大規模な地震津波だけをとっても、トルコ、インド、

2008 年

ミャンマー・サイクロン（14 万人）

イラン、インド洋、パキスタン、中国四川、ハイチ

2008 年

中国・四川地震（8.8 万人）

が数えられる（表１）
。グローバルな視点からみると、

2009 年

ハイチ地震（22 万人）

未曾有の大災害というものは存在せず、大災害は頻

2011 年

東日本大震災

繁に地球上を襲っているということがわかる。これ

（注）死者・行方不明者 1 万人以上の自然災害に限定した

らの世界中で生じた自然災害には、日本からも政府
の支援として国際緊急援助隊（JDR）や自衛隊が出動

第 2 に、東日本大震災は高齢化社会を直撃した自

し、また、ジャパン・プラットフォームなどを中心

然災害であった。被災した多くの市町村では、65

に多くの日本の NGO が緊急支援活動を行ってきた。

歳以上の高齢者人口割合が 30％を越していた（表

本稿では、国際協力で蓄積してきた知恵と経験を

2）。これだけ高齢化した地域を襲った自然災害は、

東日本大震災の支援活動に活かすことができたの

世界でも類をみない。たとえば、インド洋津波の大

だろうか、緊急人道支援に関する国際基準を満たす

きな被害を受けたインドネシアでは、15 歳未満人

活動ができていたのだろうか、そして、双方向の国

口が約 30％を占め、高齢者はわずか 5％にすぎない。

際協力としてどのような形が考えられるのだろう

若者世代が多かったインドネシアのアチェ州にお

か。現時点では、東日本大震災からの復旧と復興の

いては、スマトラ沖地震津波による甚大な被害とそ

道程の半ばではあるが、中間報告的な意味合いで考

の後のインドネシア各地からの支援や国際的な人

察していきたい。

道支援を受けて、社会の扉が大きく開いたという印
象をもつことができた。津波の後、若い世代の漁

２．東日本大震災で特徴的だったこと
まず、東日本大震災の特徴を、簡単にまとめてみ
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師はタクシー運転手に転職したいと希望していた。
津波をきっかけに、自分の新しい生き方にチャレン
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ジしたいのだという（中村 2009）。津波で、自宅や

ひとりじゃない！」という合言葉でボランティア活

仕事場を失った高齢者の場合は、どうなるのだろう

動していた。水道や電気というライフラインの復旧

か。世界全体が高齢化社会に近づきつつあるいま、

も不十分な中で、600 名を越す避難した人びとのた

高齢社会においてどのようにすれば緊急援助から

めに、届いた支援物資の振り分けをしたり、高齢

復旧の時期を経て復興の段階に移っていけるのか、

者には重い物資を運んだりしていた。学校の教師か

東北の被災地の復興のあり方に世界が注目している。

ら指導されたわけではない。自ら動くことで、自分
たちにもできる役割があることがわかり、自信がつ

表２

岩手県の主な被災市町村の人口割合（2009 年 10 月推計）

いてよかったと彼らは語っていた。つながることの
大切さを体得することは、子どもたちのエンパワメ
ントに直結する。インドやハイチの地震後などに子
どものエンパワメント・プロジェクトを手がけてき
た緊急支援の専門家は、多賀城市の避難所に海外か
ら駆けつけ、日本の子どもたちが自発的に支援活動
に参画していることに賛辞を惜しまなかった。海外
の専門家は、
「誰も教えていないというのに、なぜ、
日本の子どもたちはこのような非常時に自分たち
の役割を自ら見つけて、動くことができるのだろう
か」という問いを投げかけていた。日本がいままで

第 3 に、原発事故による被曝の長期的な身体的影
響に関して、現時点で科学的に正確な予測をするこ
とは不可能に近い。哲学者の内山（2012）は、地震、

の教育のなかで培ってきた成果に関する実証的な
研究が求められている。
震災後 3 週間の時点で、宮城県気仙沼市の避難所

津波という自然の災禍と、原発の瓦解という私たち

で診療活動を行っていたのは、被災された開業医

の文明がもたらした災禍、すなわち文明の災禍を峻

だった。当時、気仙沼では 90 か所の避難所に 1 万

別し、復興への歩みの出発点が異なることを看破

1 千人が避難している状況であった。気仙沼中学校

した。今後、被曝した方々の次世代に及ぼす影響

と気仙沼小学校は、急な坂を上ってたどりつく高

も含めて長期にわたる科学的な検証を行うことは、

台に隣り合っている。学校のグラウンドは、支援

グローバル世界に対する私たちの責務であろう。ま

NGO や自衛隊の車両、避難者の自家用車などで埋

た、いつ帰れるのかあるいは帰れないのかという政

め尽くされ、避難者数は、中学校約 550 名、小学校

治的判断を保留したまま、長期間にわたる疎開を余

370 名であった。体育館は、支援物資の倉庫として

儀なくされているという事態に対する心理社会的

使われ、食料、衣類、靴・サンダルなど、細かく仕

影響も重要である。パレスチナ難民やアフガニスタ

分けされていた。訪問したのは、ちょうど夕食時

ン難民など定住地を離れて暮らす離散定住集団な

間。ご近所さんが同じ教室で避難するという形を

ど、世界各地で心理社会的サポートに関するさまざ

とっており、家族ごとで食事しているグループも

まな取り組みが行われてきた。もちろん、先進国で

あれば、何人かで車座になって食事しているグルー

あるフクシマの状況は大きく異なるが、チェルノブ

プもあった。日本赤十字社が大々的に展開する救

イリだけではなく、もっと広く世界的な先行事例を

護室の隣の保健室では、地元の開業医が診療を行っ

渉猟して、今後の心理社会的支援策の参考となる事

ていた。気仙沼で 20 数年以上開業していたが、今

例を見出す必要があろう。

回の津波で診療所が全壊し、ご自身が避難者だとい
う。ご家族に人的被害がなかったから大丈夫だとい

３．援助関係者が驚いた地元の現場力

いながら、地震翌日から避難所での医療活動を淡々

東日本大震災の現場で最も感動したのは、被災

と続けていた。被災直後は、骨折患者が 3 名いて、

した人びとが自ら復興に参画していたことだった。

水に長く浸かったことによる低体温症の患者もい

被災後１週目という混乱期の宮城県多賀城市の避

た。その後は、発熱や下痢の患者が多かったという。

難所では、自らも被災した高校生たちが「きみは、

被災直後は医薬品の不足もあったが、その後物資の
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救援は早く、新しい検査機器も届いた。お話を伺っ

for Work）である。被災者や難民は、支援されるだ

ている途中に、避難されている患者さんから、お寿

けの存在ではなく、自分たちの社会の再建に主体的

司の差し入れが届いた。「こうして被災した患者さ

に関わる貴重な人材であるという発想である。

んが助けてくれるから、避難所の一般の方よりおい

東日本大震災では、このキャッシュ・フォー・ワー

しいものをいただいています」と笑う様子に、かか

クの理念が日本に導入された。多くの国際 NGO が

りつけ医の真情を垣間見ることができた。

実施する緊急支援プロジェクトでは、地元の方々が
スタッフとして働いている。被災した人びとは、決

東日本大震災支援において地元の方々が自ら参

して援助されるだけの存在ではなく、自分たちの生

画している姿を見て、20 年以上前にパキスタンの

活改善や社会の再建のために参加する権利をもっ

アフガニスタン難民支援の現場で勤務した経験を思

ているのだ。行政も緊急雇用促進や生活再建のため

い出した。難民キャンプの中で難民の人びとと付き

の施策を打ち出したが、手続きの煩雑さがスムース

合って教えられたことは、難民の人びと自身も難民

な活用を妨げている面は否めない。平常時の雇用支

の生活向上のために参加（participation）の機会を

援とは異なる発想であるキャッシュ・フォー・ワー

求めていることであった。国連難民高等弁務官事

クの精神を取り入れた緊急支援プログラムが普及

務所（United Nations High Commissioner for Refugees:

することを願いたい。

UNHCR）が支援するアフガニスタン難民キャンプ
内の診療所で働いている医療スタッフのなかには、

４．よそ者と地元の方との協働の物語

難民の人も少なくなかった。UNHCR では、
難民キャ

世界各地で行われてきた緊急人道支援は、悲惨な

ンプ内の障害者のケアに関しては、コミュニティ・

災害がなければ恐らく絶対に出会うことのなかっ

ベースド・リハビリテーション（Community-based

た地元の人びととよそ者がともに汗を流す協働作

Rehabilitation: CBR）の活動を重視していた。難民

業であった。

のなかから選ばれた青年は 3 カ月間の養成講座を受

インドネシアのアチェでは、津波被害の 3 年後に

けた後、診療所の理学療法士としてリハビリテー

おいても、アチェ・ニアス復興庁（BRR）では、ジャ

ションに従事する。理学療法士は自転車に乗って難

カルタからやってきた政府関係者と、地元のアチェ

民キャンプ内を駆け巡り、障害者の自宅に出向いて

の人が机を並べて、コンピュータに向かって仕事を

リハビリテーションを行っていた。私が出会った理

していた。中庭にあるキッチンでは、軽食を取りな

学療法士のほとんどは、本国に帰還できたときには、

がら夜になっても議論が続けられていた。長官や局

自分の出身地に戻り理学療法士としての仕事を続け

長は、ジャカルタから派遣された政府関係者が多

たいという希望を持っていた。その日のために、難

かった。日本に留学した経験をもち日本語を流暢に

民キャンプでいろんな NGO の技術指導を受けて、

話す年配の BRR スタッフは、ホテルに家族と一緒

自分の技術を磨いておきたいという（中村 2008）
。

に長逗留していた。このように、アチェ州の外から

難民の人びとは決して援助されるだけの存在で
はなく、自分たちの生活改善のために参加する権利

やってきたインドネシア人がアチェの復興のため
に精力的に働いていた。

をもっている。難民の人びとは、難民問題の当事者

マラッカ海峡に面した漁村であるクアラクルト

なのである。また、難民キャンプに暮らす時間を活

村では、ドイツの NGO である HELP が津波後の復

用して種々の技術を身につけた人は、本国帰還の暁

興支援として、漁船や研修などの支援が行われた。

には、紛争で荒れ果てた地域を復興するための貴重

1978 年ごろにこの村の沿岸部で飛行機の墜落事故

な人材となることが期待できる。このように、本国

があり、2 人の白人の生存者のひとりがドイツ人

帰還を視野に入れ、当事者である難民の人びとの主

だった。津波の後、その娘が HELP とともに村に

体性を尊重した長期的な展望をもつ人道支援が求

来て、住宅を 200 軒以上再建してくれたり、船の

められていた。

作り方の研修をしてくれたりした。そのおかげで、

世界の人道支援の現場では、被災者や難民を雇用

37 隻のボートを作りことができたという。30 年近

し、支援活動に主体的にかかわってもらう方法が一

い年月を隔て、災害がマラッカ海峡沿いの村とドイ

般的になっている。
キャッシュ・フォー・ワーク
（Cash

ツを再び直接結びつけた。NGO にとってはクアラ
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クルト村に支援する確かな理由があり、村人にとっ

ム地震のときだった。イラン赤新月社では、地震直

ては支援を受けることにつながる物語があった（中

後に救援チームを結成し、近隣の地区から 25 台の救

村 2009）。

急車が駆けつけ、数時間後には空軍機がバムに到着
した。被災後１日目に、バム市内を 13 のゾーンに分

東日本大震災においても、全国各地から駆けつけ

け、州のスタッフを責任者とした。10 日目には、全

た者と地元の人びとの協働の物語が、各地で展開さ

国の州をゾーンの担当責任者として、食糧配布、テ

れていた。

ント設営、生活必需品の配布を行った。また、各国
からの NGO や救援機関もゾーンを割り当てられ、

気仙沼市の大島は、人口 3,478 人、世帯数 1,127

担当したゾーン内での活動を行った。このように、

世帯の気仙沼湾内に位置する有人離島である。気

全国および世界から緊急人道救援機関やボランティ

仙沼港からフェリーで、わずか約 30 分で到着する。

アが駆けつけることを前提に、組織的に担当者と地

海抜 235 メートルの亀山、龍舞崎、十八鳴浜、小田

区割りを行い、効率的に緊急支援活動を行っていた。

の浜などの景勝をもつ観光地である。津波があった

この方式は、中国四川大地震の際にも取り入れら

3 月 11 日夜、気仙沼港周辺の石油タンクから漏れ

れ、広く知られるようになった。中国では、ひとつ

出した重油によって海面に火がつき、カキやホタテ

の省が責任をもって被災した県をひとつずつ支援

の養殖いかだに次々と燃え移り、炎は約 7 キロ離れ

する形である。人材面だけでなく、資材や設備に関

た大島にたどりつき、山林を延焼した。震災後、ピー

する行政支援を行う。中国でもイランでも、一つ

ク時には、避難所に約 1,000 人以上がいたといわれ

あるいは二つ下のランクの行政単位に対する支援

る。主な避難所は、大島小学校（750 名）、大島中

だったので、経済的にも規模の面でも比較的うまく

学校（200 名）であり、あとは、大島・丸沖事務所、

運用されたといわれている。日本の行政単位でいえ

崎浜愛知会館（長命寺）、崎浜保育所、新王平自治

ば、一つの県や政令都市が一つの市町村を支援する

会館などに避難していた。大島第一中学校の保健

という形になろう。すでに、岩手県では肋骨支援と

室に、首都圏の大学病院チームが派遣されていた。

称して今回の震災津波の前から市町村同士の協働

小児科研修医や薬剤師など数人のチームで診療し

が行われていた。関西広域連合では、震災後いちは

ていたが、震災５日目に救護活動を開始し、2011 年

やく県単位での支援を決定し、関西の自治体職員を

6 月時点では第 19 次チームであった。この診療チー

被災地の自治体に派遣してきた。

ムの要は、地元の出身で大学病院に勤務する医師で

ただ、対口支援を長期間にわたって無理なく持続

あった。感染症が蔓延しそうになると、旧知の町内

するためには、支援を受ける自治体よりも、かなり

会の役員を通じて井戸水を飲料水として使用しな

大きな組織や団体が強力なコミットメントを持っ

いように呼びかけたり、知り合いの多い PTA を通

て関与していく必要がある。いまからでも遅くな

じて治療を行ったりしていた。地元出身であり住民

い。被災した市町村が安心して相談できる対口支援

とも顔なじみであり、行政や町内会の仕組みがわ

により、地元の人びとと外部の支援者との間で復興

かっているので、地元の資源を最大限に活用して、

の物語が紡がれていくことを期待したい。

単なる救護活動にとどまらず、感染症の予防など
幅広い活動を行っていた。最後に撤収するときに、

５．国際協力の経験の活用

避難所だった中学校の生徒たちに白衣を着てもら

私自身は、途上国と呼ばれる国々で、住民の健康

い、医師や看護師とはどんな仕事なのかという話を

を守るために予防接種や母子保健活動を行ってき

したという。「学校の避難所で医療活動したことを

た。20 年以上前のインドネシア・北スマトラ州では、

きっかけにして、ひとりでも医師や看護師をめざす

電気や水道のない村で、村人たちといっしょに子ど

生徒がでてくれたらうれしい」と語っていた。

もの健康増進に取り組み、その村では乳児死亡率
は急激に減少した。パキスタンのアフガン難民キャ

システムとして協働の物語を紡ぎだす試みが、カ

ンプでは、インフラの整備されていない難民キャン

ウンターパート支援（対口支援）である。私がはじ

プで、予防接種や栄養改善を行ってきた。そんな経

めて対口支援方式を見たのは、2003 年のイランのバ

験が、よもや日本で役に立つ日が来るとは想像もし
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ていなかった。

緊急時においては、いわゆる狭義の医療以前の問
題として、飲料水と栄養の適切な供給が非常に重要

津波で市庁舎が流された市町村が予防接種を再

である。災害時には、避難所や避難キャンプで多数

開するには、費用と時間がかかる大変な作業であ

の被災者が集団生活を余儀なくされている。そのた

る。ワクチンや注射器は支援物資として供給しても

め、医療以前に、住居の確保、食糧、水、トイレ、

らうことは可能であるが、電気も安定しないなか

ゴミの廃棄といった衛生や環境問題を解決するこ

で、冷蔵保存のワクチンを保管しなければならな

とが緊急かつ重要な課題である。また、被災者集団

い。一方、赤ちゃんをもつ家庭からは、定期の予防

が大きいときには、これらの生存に必要な最低限の

接種がいつ始まるのかという問い合わせの電話が

物資の輸送さえ困難になることも多い。

市役所に届く。子どもの健康を守るためには、いつ
までも待ってもらうわけにはいかない。

安全な水の供給と衛生環境に関して、スフィア・
プロジェクトでは、気候や社会的状況により水の必

途上国では、電気のない地域で予防接種を普及す

要最低量は異なるが、一般的には１人当たり１日

るために、電気を使わない冷蔵庫や停電になっても

7.5 － 15 リットルの水を供給する必要があるという

大丈夫な冷蔵庫が使用されている。日本ユニセフ協

（Sphere project 2012）。飲料水だけでなく、手洗い

会では、途上国仕様のワクチン保存用の冷蔵庫を保

や調理用の水の確保も欠かせない。診療所や病院は

管しており、東京の高輪にあるユニセフハウスで展

多くの水を使用する施設であり、外来患者数や入院

示していた。この途上国仕様の冷蔵庫が、いま三陸

患者数により、最低限必要となる水供給量を考慮す

沿岸で活躍している。

る必要がある。災害時の衛生環境の整備において、

途上国のワクチン・キャンペーンは、ポスターを

トイレは非常に重要な課題である。避難所では 50

貼り、ラジオやテレビなどのメディア媒体を駆使し

人に 1 つのトイレが必要である。診療所・病院では、

て行われる。日本では、通常は、該当年齢の赤ちゃ

外来患者 20 人つき 1 つのトイレ、入院患者 10 名に

んをもつ家庭に、保健センターから予防接種通知の

つき 1 つのトイレが必要となる。学校においては、

はがきが送られる。しかし、避難所や親戚宅で暮ら

女子は男子の 2 倍のトイレ数を準備しておく必要が

す家庭が少なくない状況では、個別通知はむつかし

ある（表 3）。

い。そこで、NPO 法人 HANDS はユニセフ協会と

1999 年に、マケドニア共和国の国境近くのコソ

協力して、予防接種や乳幼児健診のお知らせのポ

ボ難民キャンプでは、大量の難民流出からわずか１

スターを作成した。全面的に協力してくれたのは、

週間の時点で、食糧の配給やペットボトルによる飲

博報堂生活総合研究所だった。恐らく日本の高度成

料水の配給が迅速に行われていた。ただ、それだけ

長以後はじめてといってもいい、予防接種用のポス

では 1 万人を越える難民に、最低基準を満たすだけ

ターができた。

の生活用水を供給できない。そのために、環境工学

予防接種や乳幼児健診のすてきなデザインのポ

の専門家集団が支援に訪れ、近くの川を水源にし

スターが、避難所や仮設診療所だけでなく、コンビ

た簡易水道工事を行い、難民キャンプに水道を施設

ニなどにも貼られていた。さすがに、これだけ洗練

した。水栓をひねると簡単に水が入手できるので、

されたデザインのポスターは、私も途上国で見たこ

難民キャンプ内では洗濯や炊事が可能であった。ま

とがなかった。国際機関、民間企業、NPO が手を

た、それらの生活排水を処理するためのタンクが完

取り合って、行政施策に協働した結果であった。い

備しており、浄化した水は再び川に戻すシステムが

ま、予防接種や乳幼児健診には、多くの母と子が受

出来あがっていた。

診しているという。

日本では、1995 年の阪神淡路大震災後の多くの
避難所では、被災後２週間を経過しても、トイレは

一方、国際協力の経験や知恵、あるいは災害支援

悪臭が漂い、十分な生活用水も供給されていなかっ

の国際標準が援用できなかった面も少なくなかっ

た。東日本大震災においても、飲料水の供給とトイ

た。最大の問題は、水と衛生、食事や栄養、住居環

レについて状況は改善していなかった。長期間にわ

境など、災害時における国際標準が維持できていな

たり、飲料水や生活用水の不足に悩む地域は少なく

かったことであった。

なかった。
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栄養学的には、１人当たり１日 2,100 カロリーが
必要とされている。また、総エネルギー量の 10％

医療の視点からみると、その概念があまりにも包括
的で漠然としている。

はタンパク質から摂取することが望ましい。災害時

国際的には、国連機関間常設委員会（Inter-Agency

における微量栄養素の不足にも関心を払う必要が

Standing Committee：IASC) から、緊急時の心理社

あり、ビタミンや鉄、亜鉛、ヨードなどの所要量が

会的サポート（Psychosocial support）に関するガイ

設定されている。阪神淡路大震災においては、行政

ドラインが公表されている（図 1）。専門家が中心

からの配給は白米の弁当やおにぎりなど糖質に大

となった精神医学的なカウンセリングだけでは限

きく偏っており、タンパク質やビタミンの不足が指

界があることがわかり、専門家だけが動くのでは

摘されていた。また、乳幼児の離乳食や高齢者のた

なく重層的なアプローチを実施する。震災で家族

めのやわらかい食べ物という配慮は全くなく、炊出

を失ったり大きなトラウマを受けたりして、心理学

しボランティアの活動によりかろうじてスープや

や精神医学の専門家によるカウンセリングや治療

汁物が補給されている状況であった。東日本大震災

を必要とする人もいる。しかし、大多数の子どもた

においても、状況の改善は見られなかった。震災後

ちには、個別のこころのケアよりも、心理社会的サ

2 か月以上経過しても、おにぎりやパンが中心の避
難所は少なくなかった。予算上の困難さも指摘され
ていた。被災後の宮城県内の避難所での１日の食事
単価はわずか 1,010 円であり、阪神淡路大震災の特
別基準の 1,200 円を下回っていた。
宮城県では 2011 年 4 月に避難所住民の栄養状況調
査を 266 か所の避難所で実施した。平均エネルギー
量は 1,600kcal を下回り、避難所の 90％以上でビタミ
ン類が不足し、80％以上でタンパク質が不足し、ほ
とんどの避難所でアレルギーや離乳食など食事内容
への配慮に欠けているという実態が明らかとなった。
阪神淡路大震災の際には、心的外傷後ストレス障
害（Post-traumatic Stress Disorder：PTSD）が社会的
な課題となり、東日本大震災では、
「こころのケア」
の重要性が叫ばれている。ただ、専門医による治療
やカウンセリングも、震災遺児によるピア・カウン
セリングも、子どもと絵本やおもちゃで遊ぶこと
も、すべて「こころのケア」と呼称され、緊急災害

（出典）国連機関間常設委員会
（Inter-Agency Standing Committee: IASC) 2007
図１

心理社会的サポートの介入ピラミッド

ボランティア学研究

Vol.12

9

中村 安秀

ポートが求められている。

旧・復興庁（BRR）を 4 年間の期限付きで設立した。

まず、安全・食糧・水・避難所・プライマリケア

BRR の局長は、「津波で亡くなった方々への鎮魂の

を多くの被災者に提供することは、大きな心理社会

ためにも、私たちは被災前よりもいいものを作り上

的サポートである。そして、被災したコミュニティ

げるのだ（ビルド・バック・ベター）」と語ってい

全体や家族に対する支援が必要になる。保健医療分

た（中村 2009）。

野では、保健師や看護師やプライマリケア医は心理
社会的サポートの中心的な担い手である。子どもた

ビルド・バック・ベターとは、自然災害をグロー

ちにとっては、学校の先生や保育所の保育士など、

バルな視点から捉え直し、環境に配慮し、社会の回

保健医療や心理学の専門家ではない人たちからの

復力（レジシエンス）を促し、災害を軽減する対策

サポートが非常に重要になる。海外での心理社会的

を盛り込み、持続可能なコミュニティを再生する試

サポート・プロジェクトでは、これらの非専門家が

みである（Monday 2002）。産業や経済の復興をめ

直接子どもたちに接して、絵本を読み聞かせたり、

ざしつつ、住民の生活の質（Quality of life）や社会

絵を描いたり、身体を動かして踊ったり、子どもた

的弱者への公平性を配慮し、住民が主体的に参画す

ちが自分を表現できるような支援を行ってきた。

る過程を重視している。インド洋地震津波支援にお

東日本大震災では、緊急期には、心理社会的サ

ける国連事務総長特使のクリントン元米国大統領

ポートとして、身体と気持ちをいやせるお風呂サー

（2006）は、災害前にすでに存在していた社会の脆

ビスや、炊き出しなどの暖かい食事の提供が主にボ

弱性や不公平さに慎重に対処しながら、被災地に外

ランティア団体や自衛隊の手で行われた。今後は、

部から駆けつけた支援者とともに、新しい社会を創

震災遺児など重篤なストレスを経験した子どもに

造していくことの意義を強調した。

対する個別のケカウンセリングと同時に、地元の方

阪 神 淡 路 大 震 災 以 降、 災 害 後 の ケ ア に お い て

言でゆっくりと子どもたちの話を聞いてくれる身

PTSD が大きな課題になっている。一方、最近では、

近な非専門家によるサポートが必要になるだろう。

トラウマ後の成長（Post-traumatic Growth: PTG）と
いう概念が提唱され、大規模災害のようなトラウ

６．ビルド・バック・ベターの思想

マを引き起こす出来事を経験した人が、その後に

インドネシア・アチェにおいては、被災後 3 年半

示すポジティブな変化が注目されている（Tedeschi

の間に、10 万軒以上の恒久住宅の建設が行われた。

1996）。自然災害の被災者を対象とした研究では、

これだけ大規模な住宅建設が緊急支援として集中

災害後、被災者間で協力しながら対処した経験に基

的に行われたのは、恐らく援助史上初めての出来事

づき、新たな人間関係を築き、以前よりも他者を思

であった。

いやる気持ちが強まったという。また、自分と同じ

台湾の慈済仏教会が支援して作った村では、津

ようなつらい経験をした者に対して共感を示すよ

波で家族を失ったが、避難所で伴侶と出会い、2 歳

うになったという変化もみられる。大きな災害を経

になる子どもをもつ家庭を訪問した。津波のあと

験したあと、家族の重要性を再認識し、家族間の

で信頼できる夫と知り合い、わが子を抱く女性の姿

関係がより親密になったという報告は少なくない。

には、家庭を築くたくましさを感じた。すべてが新

阪神淡路大震災の 5 カ月後の幼稚園児をもつ家庭で

しく建設された村での生活にもかかわらず、自分た

は、震災前に比較して家族の絆が強まった、子ど

ちで植えた樹々も濃い緑の葉が繁り、表通りではす

もがお手伝いするようになった、と報告されてい

でに小売店もでき、おしゃれなカフェも開店してい

る（高岸 1996）。また、被災以前と比べて、ささい

た。震災前にはなかった新しい生活が、確かに芽生

な日常の出来事に人生に対する幸福感を感じるよ

えつつあった。

うになった被災者の存在も指摘されている。自分が

災害時の緊急支援とは、人びとの生活状況を単に

経験した苦悩と悲嘆をばねに、生活を再構築してい

復興前の状態に戻す復旧作業ではなく、必要なもの

く過程で新たな進路を見出し、意欲的に取り組む姿

を新しく興隆させることも含む概念である。イン

もみられる。単なる回復力にとどまらず、被災した

ド洋津波災害において、インドネシア政府は被災

人びとも成長していくという研究成果は、私たちに

後 4 か月を待たずに、大統領令でアチェ・ニアス復

将来への希望の灯をともしてくれる。
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自然災害が個人や社会に与えるすさまじい衝撃

子どもを中心にした復興に関する大きなヒント

と甚大な被害と同時に、それに毅然と立ち向かうこ

が、被災地の後方支援基地となっている岩手県遠野

とのできる人間の勁さにも信頼を寄せて、災害後の

市にある。遠野市は、「遠野市わらすっこ条例」を

社会の支援や復興に取り組む必要があろう。

制定し、「子どもは遠野の宝であり、希望です」と
高らかに謳いあげている。子どもは、生まれながら

７．子どもは未来である

にして一人ひとりがさまざまな個性や能力や夢を

アフガニスタン、東ティモール、アチェなど海外

もったかけがえのない存在であり、その権利が保

の人道支援活動の現場に共通していたのは、社会の

障される環境のなかで、安心して健やかに成長して

復興のシンボルとしての子どもたちの存在であっ

いくことができる。しかし、人口約 3 万人、年間の

た。被災した地域の未来を担ってくれる子どもたち

出産約 200 件という遠野市の母子保健医療に関する

に、コミュニティも行政も大きな期待をかけ、被災

状況は、市内に常勤する産科医師はゼロ、小児科

地で生まれた新生児の新しい命に皆が温かなまな

医は 1 人という厳しい現実である。「ないものねだ

ざしを注いでいた。

り」ではなく、遠野にあるものを最大限に活用する

東日本大震災の被災後に避難所に支援に入った

ことを信条にして、身の丈でできることをしないと

小児科医からは、避難所で暮らす子どもの数が激減

長続きしないと市長は言明していた。遠野市では、

しており、子どもの保健医療ケアに対するニーズは

WEB を使い医療機関とネットワーク構築すること

少ないといった報告が寄せられた。しかし、同じ時

で、医師不足の中で、安心して出産子育てができ

期に、被災した子どもの多くは、まだインフラの整

る街づくりをめざしている。具体的には、
「ねっと・

備されていない自宅や、同じ市内の親戚や知人宅に

ゆりかご」と「すこやか親子電子手帳」である。
「ねっ

身を寄せ、厳しい環境の中で生活していた。妊産婦

と・ゆりかご」は、市で雇用した助産師が中心になっ

も同様であった。避難所で妊婦健診をしてほしいと

て妊娠中と産後の妊産婦のケアを行う。モバイル胎

言い出せずにがまんしている人も少なくなかった。

児心拍数転送装置を使用して、県内 12 か所の提携

東日本大震災では、被災後 3 か月を過ぎた時点にお

病院へ転送し、医師の指導を受けることができる

いても、妊産婦や子どもをもつ家庭においては、仮

システムである。「すこやか親子電子手帳」は、妊

設住宅や仕事の再建の目途も立たず、将来に向けて

娠届をすれば、希望者はだれでも参加できる。ホー

不安な日々を送っていた。妊産婦をもつ家庭では自

ムページ上に医療記録や保護者の日記などをアッ

家用車を流され、緊急時に病院を受診するアクセス

プすることにより、妊娠や出産に関わる様々な情

が心配と訴え、乳児をもつ家庭では子どもの離乳食

報、写真、保護者の思いなどを、複数の医療機関や

をどのように準備すればいいのか途方にくれてい

家族が瞬時に共有できる画期的なシステムである。

た。妊産婦や乳幼児に対しては、当該の個人だけで
なく、家族ぐるみの手厚いケアが必要であった。
ニーズは掘り起こすものである。妊産婦、乳幼

（菊地

2012）香川大学小児科では実用化されてい

るが、行政レベルでデジタル母子健康手帳を運用し
ているのは、全国でも遠野市だけである。

児、障害者などは、災害時の弱者集団（vulnerable

すでに岩手県内でできていることが、被災した市

group）といわれている。これらの災害弱者といわ

町村でできないはずはない。遠隔医療や IT 技術な

れる集団に対しては、公衆衛生的見地からは、アウ

どの新しいツールを用いて、日本全体のモデルとな

トリーチ・アプローチが必要となる。待ちの姿勢

るような子どもが主役の復興に期待したい。

でいると、具体的な要請があがってきたときには、

東日本大震災の被災地は、高齢化が進行した地域

手遅れとなっていることが少なくない。海外では看

である。だからこそ、その地で生まれ育つ子どもた

護師や保健ボランティアが訪問をしたり、会合を開

ちを主役にした震災復興を望みたい。災害に強い街

いたりして、人々のニーズを汲み取っていた。日本

づくりや産業の復興だけに焦点を当てすぎると、か

では、保健師が全戸訪問を行った陸前高田市のよう

えって若者や子どもにとって魅力のない町となっ

に、外部から支援に駆けつけた保健関係者と行政と

てしまうことを危惧している。子ども、若者から高

の連動が円滑に行われた地域もあった。

齢者まで、さまざまな世代が「共生」できる社会の
復興を期待したい。
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８．教訓は国境を越えて
（Lessons Without Borders）
東日本大震災は、国際協力を行ってきた人、団体
や機関に大きな転換を迫ることになった。日本は援
助する側になることもあり援助される側になるこ

協力のあり方が確立することを期待したい。
引用文献
Atwood, J. B. 1997. Focus on lessons without borders. USAID
Developments 4: 1-6.

ともある。この当たり前のことに、東日本大震災以

Clinton, J. W. 2006. Key Propositions for Building Back Better

前に気づいていた団体は決して多くはない。ジャパ

- lessons learned from tsunami recovery. Office of the UN
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Emergency Settings. ISAC.

1990 年代には、日本の ODA 総額は世界一を誇っ
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つも賞賛の的であった。途上国を対象とした国際協
力の世界にどっぷりと浸っているなかで、人も機関
も謙虚さを失っていたのかもしれない。いつも「援
助する」側しか経験する機会がないので、学ぶこと
を忘れていたのである。
1990 年代に、米国では国際協力援助に対する厳
しい批判が渦巻いていた。USAID（米国国際開発庁）

菊池幸枝、菊地永菜．2012．産科医がいない地域での新
たなチャレンジ．保健の科学

54：170-174．

国 際 協 力 機 構．2011． 日 本 に 届 い た 252 の 心．JICA’s
World

32：4-7．

Monday, L. J. 2002. Building back better- creating a sustainable
community after disaster. Natural Hazard Informer 2:
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成果からアメリカ社会が直接的に学ぶプロジェク

カニシヤ出版．4-18．

トを開始した。バルチモア市は、ケニアでの予防接
種の広報活動を実地に見学し応用することによっ

中村安秀．2011．世界からの支援を受けて、地元の力を
生かす．外交 8: 90-94．

て、62％だった予防接種率を 90％以上に高めるこ

中村安秀・山本博之．2009．開かれた社会への支援を求

とができた、といった事例が蓄積された（Atwood

めて－アチェ地震津波支援学際調査－．「共生人道支

1997）。青少年活動や、女性と開発の課題、持続可

援」研究班．

能なコミュニティなど、地域の課題を解決する方法を、
国際協力の成果の中に求めようという発想である。

佐々木亮平．2012．市民とともに夢や希望を具現化して
いく NPO．地域保健 1：62-69．

東日本大震災は、地域の課題は地域で解決すべき

Sphere Project. 2011. The Sphere Handbook, Humanitarian

であるという最も基本的な原則を再確認する機会

Charter and Minimum Standards in Humanitarian

となった。岩手県、宮城県、福島県で状況は大きく

Response. The Sphere Project.

異なり、同じ市町村においても甚大な被害を受けた
地区とそうでない地区では、復興のプロセスは大き

高岸由香・中村安秀．1996．子どもたちの災害後ストレ
ス障害．保健の科学 38：797-801．

く違ってくる。一方、その解決のための方法やヒン

Tedeschi, R. G. and Calhoun, L. G. 1996. The posttraumatic

トやアイデアは、日本国内にとどまらず世界中にあ

growth inventory - Measuring the positive legacy of

ることも教えてくれた。途上国を含む世界各国にお

trauma. Journal of Traumatic Stress 9: 455-471.

ける貴重な経験を被災地における復興に還元し、東
日本大震災の経験を成功事例も失敗例も含めて国
際協力の現場に活かす必要があろう。
世界から支援を受けた東日本大震災の貴重な経
験を契機に、双方向のベクトルをもった新しい国際
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Sympathy and Solidarity from the Global Society:
Collaborative Works across the Borders
Yasuhide Nakamura
(Osaka University)
The Great East Japan Earthquake and Disaster directly hit the aging society. The affected people played an active role
during the emergency, reconstruction and development phases. The disaster emergency assistance is not only focused
on efforts of reviving life as it was before the disaster, but it also includes establishing new infrastructures according to
the actual needs of the community. After the Indian Ocean Tsunami Disaster, the Agency for Reconstruction of Aceh and
Nias (BRR) declared that, “To let the Tsunami victims’ souls rest in peace, we are determined to build back better!” Japan
received tremendous support from overseas when the disaster struck. The list of donated goods tells us that each donation
and support represents the country of origin and their people’s heartfelt wishes for Japan. In the era of globalization,
people and countries are all mutually connected. Japan would provide emergency support internationally, and would also
be, at times, in a position to receive such support. It is necessary to reexamine our international cooperation practices in
this new context of mutually supportive global environment. It is also essential to consider how we could express our
sincere appreciation for the sympathy and solidarity we received.
Keywords: The Great East Japan Earthquake and Disaster, Sympathy, Solidarity, Build Back Better, Collaboration
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特集：東日本大震災と国際ボランティア
国際人道支援の経験を活かして

国際人道支援の経験を活かして
－東日本大震災におけるジャパン・プラットフォームの活動－
石

井

正

子（大阪大学）

【要旨】
本稿では、東日本大震災の初動対応期におけるジャパン・プラットフォーム（JPF）の活動を概観し、どの
ように国際人道支援の経験が活かされたかを中心に、その意義と課題について述べる。JPF は東日本大震災
発災までのおよそ 10 年間半にわたり、日本をのぞく世界約 30 カ国で 669 件の人道支援事業を実施してきた。
その経験は東日本大震災においても、1）迅速性と高いロジスティックス能力、2）リソースの集約と大規模
な支援、3）支援をつなぐ：調整と連携、4）海外で実施してきた支援スキームの応用、などの分野において
活かされた。本稿では、これら 4 つの分野における JPF の活動を整理して記述する。そのうえで、東日本大
震災での JPF の経験が、今後の国際人道支援に与える示唆について述べる。
【キーワード】東日本大震災、ジャパン・プラットフォーム、人道支援、NGO

初動対応期（2011 年 6 月 10 日までの 3 ヶ月間）に

はじめに

2011 年 3 月 11 日に発生したマグニチュード 9.0

おける活動を概観し、どのように国際人道支援の経

の東北地方太平洋沖地震は、東日本沿岸部 600 キロ

験が活かされたのかを中心に、その意義と課題につ

メートルにおよぶ広範囲に津波を引き起こし、東日

いて述べる。以下ではまず JPF の制度と国際人道支

本大震災とよばれる災害をもたらした。被害者数

援の実績を紹介する。つぎに東日本大震災における

は、死者数 15,866 人、行方不明者数 2,946 人、負傷

JPF の初動対応期の活動を、国際人道支援の経験を

1）

者数 6,108 人、建物被害は 1,207,332 戸にのぼり 、

ふまえた特徴に整理して記述する。最後に、東日本

1995 年におこった阪神淡路大震災を大きくうわま

大震災での JPF の経験が、今後の国際人道支援にど

わった。日本社会を震撼させた災害に対しては、阪

のような示唆を与えるか、について述べたい。

神淡路大震災のときと同様、全国各地から多くの支

筆者は 2009 年 4 月から JPF の常任委員をつとめ

援がよせられた。阪神淡路大震災では発災から 2 カ

ることを通じ、過去 2 年 8 ヶ月にわたって JPF の国

月間に全国各地から 100 万人のボランティアがかけ

際人道支援にかかわる機会に恵まれた（2011 年 12

2）

1995 年は「ボランティア元年」
つけた 。それゆえに、

月現在）。東日本大震災においては、2011 年 6 月末

といわれている。東日本大震災におけるボランティ

から 7 月上旬にかけておこなわれた JPF 初動対応期

3）

ア数は 2 ヶ月間でおよそ 3 万 4,300 人であった 。

プログラムモニタリング評価に参加し、報告書にま

その一方で顕著にみられたのが、本来は海外で事業

とめる作業をおこなった 5）。しかし、本稿の記述は、

を展開する NGO や NPO4）、そして企業による支援

すべて筆者個人のものであり、JPF 団体としての見

であった。それゆえに、2011 年は NGO/NPO が国

解ではないことを、あらかじめ断っておく。

内災害にはたす役割を改めて認知し、NGO/NPO と
企業の協働が推進される礎を築く年になったので
はないかと、思われる。

１．JPF：国際人道支援の経験

JPF は「NGO、経済界、政府が対等なパートナー

NGO/NPO のなかで大きな役割を担ったのが、主

シップの下、三者一体となり、それぞれの特性・資

に海外の人道危機に対応してきたジャパン・プラッ

源を生かし協力・連携して、難民発生時・自然災害

トフォーム（Japan Platform、以下 JPF と省略）であっ

時の緊急援助をより効率的かつ迅速におこなうため

た。そこで本稿では、東日本大震災における JPF の

のシステム」6） として、2000 年 8 月に設立された。
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冷戦終焉後の 1990 年代以降は、世界各地で新しい

主な構成メンバーは NGO ユニット（2011 年 12 月

形の紛争が多発する傾向にあった。主権国家内で発

現在、35NGO 団体が参加）7）、外務省、経団連である。

生した避難民への対応には、二国間外交関係に左右

外務省が ODA を供出し、経団連が経済界からの寄

されにくい NGO に比較優位性があった。しかし、

付や物資、便宜を供与する。それらのリソースを活用

日本の NGO のなかには欧米系の NGO と比べて迅

して被災地で支援を展開するのが NGO である。ま

速かつ大規模に支援を展開する財政基盤をもつもの

た、公共性、アカウンタビリティを高めるため、メ

は少なかった。一方、日本政府は 1991 年の湾岸戦

ディア、民間財団、学識経験者からもプラットフォー

争において多国籍軍への協力などに 130 億ドルもの

ムへの参加・協力をえる仕組みになっている。

支援をしたのにもかかわらず、
「カネだけをだした」

JPF は参加 NGO に人件費や事務所維持費などの

と感謝されなかった。それゆえに、どのようにした

間接経費を申請することを認めている。NGO を対

ら「顔の見える援助」が展開できるか、ということ

象にした助成事業の多くは、これらの間接経費の申

が模索されていた。経済界では 1990 年に日本経済

請を認めていなかった。財政基盤が弱く、人手が

団体連合会（以下、経団連と略す）が「1％クラブ」

不足しがちな NGO では、間接経費を認めない助成

を設立した。同クラブは経常利益や可処分所得の 1％

金事業に申請するのは困難であった。JPF では、そ

相当額以上を自主的に社会貢献活動に支出しようと

のような制約を解くことにより、海外に展開でき

つとめる企業や個人が会員となって構成された。

る NGO の育成をめざしたことが特徴である。一方、

これらの NGO、外務省、経団連をむすびつけて

阪神淡路大震災後に市民による活動が社会的に評価

JPF を設立する契機となったのは、コソボ紛争で

1998 年の「特定非営利活動促進法（NPO
されはじめ、

あった。1999 年、NATO の空爆により大量発生し

法）
」制定、2001 年の「認定特定非営利活動法人制

た難民を支援するために日本の NGO は動きだした。

度（認定 NPO 制度）
」確立など、NGO の育成を後

しかし、財政基盤が弱い日本の NGO は、単独では

押しする法律の整備もおこなわれた。そのような時

効果的な支援を展開することはむずかしかった。そ

代の流れにも後押しされながら、東日本大震災が発

こで NGO4 団体が合同でアルバニアに「キャンプ・

生するまでの過去およそ 10 年間半にわたって、JPF

ジャパン」を設立する計画を立てた。しかし、まも

はつぎの方面において、参加 NGO による国際人道

なく NATO の空爆は終了し、結局計画は実行され

支援の発展に寄与したということができよう。

なかった。NGO 側には迅速に支援を展開できなかっ

第一に、参加 NGO は迅速に人道支援を開始でき

た、というくやしさが残った。外務省は拠出まで

るようになった。JPF 設立以前は、日本の NGO は

の時間を短縮した「緊急 NGO 支援資金」を創設し、

海外で緊急事態が発生すると個別に現地にスタッ

助成額を増大して NGO をバックアップしようとし

フを派遣し、帰国してから活動資金を募っていた。

たが、緊急対応には不十分な内容であった。この経

そのため、支援活動を展開できたのが事態発生から

験は、複数の NGO と政府、他のアクターが協力す

1 ～ 2 カ月後であった。これに対し、JPF が目ざし

る仕組みがあれば、迅速かつ効率的な人道支援が可

たことは、人道危機発生直後の初動期に NGO が迅

能であるという教訓を残した。これを契機に NGO

速に活動を展開できる制度を整えることであった。

側が「人道支援のためのプラットフォーム構想」を

JPF の参加 NGO は自然災害による人道危機に対し

紙面上で提案したところ、大蔵省（現財務省）主計

ては、14 日間以内 300 万円以下の初動調査であれ

官が関心を示し、外務省が同意し、経団連の 1％ク

ば事務局長の裁量によりただちに出動でき 8）、継続

ラブも支援を表明した（大西 2008: 104-105）。JPF

の事業申請は常任委員会のメール審議により迅速

には複数の NGO が加盟して活動するため、外務省

に審査される 9）。さらに迅速性を高めるべく、2010

や経済界としても特定の NGO に特化して支援する

年度には、自然災害にかぎって事務局長の裁量によ

よりも連携しやすいという利点があった。

り 24 時間以内に出動できる体制が「緊急支援の即

こうして JPF は、日本の NGO が国際人道支援を

日出動（チーム 24）」として規約化され、14 日以

展開することを想定し、政府や経済界などのさまざ

内 500 万円以下の緊急支援が実施できるようになっ

まなリソースを搭載するオペレーティングシステ

た。このような JPF の制度により、JPF 参加 NGO

ムとしての「プラットフォーム」として創設された。

もスタッフをいち早く被災現場に送る体制やロジ
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スティックスを整えてきた。

えているのが大規模な人道支援を展開するために

第二に、JPF に参加する NGO の数は漸増し、そ

必要な資金の担保である。JPF の年間の活動資金と

れにともない年間のプロジェクト実施数も増えて

して、外務省より過去数年間は毎年 20 億円の資金

いる。このうち、国内災害対応である新潟中越地

（ODA）が供与されている 10）。それに加えて、当該

震支援、東日本大震災支援をのぞくと、設立以来、

年度に海外で大規模な人道危機が発生すると、状況

世界およそ 30 カ国において総額 158 億円、669 件

に応じて補正予算などにより追加で資金が供与さ

の事業を実施してきたことになる（図 1, 2, 3）。JPF

れる。JPF が出動を決定すると一般市民や経済界に

は NGO が国際人道支援の実績をつみあげることに

寄付がよびかけられる。JPF の特徴は、ODA や民間

大きく貢献してきたといえる。こうした実績を支

資金を年度を超えて利用することのできる活動資金

図１

図２

JPF の助成案件数の推移

作成：JPF

JPF の事業展開一覧

作成：JPF

図３

JPF のプロジェクト支出の推移
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として常備できることである。これにより、年度内

事務局のスタッフ・備品に被害なし。ス

に予算を使い切らなければならない、あるいは年度

タッフ家族への安否確認

初めに資金を利用することができない、などの単年

16:13

JPF 関係者へメーリングリストで JPF 被害

度主義の弊害を排し、常時緊急事態に備える体制を

なしを連絡。各 NGO らの安否の照会。各

整えることができている。

JPF 加盟 NGO に対応状況の照会

第三に、図 3 をみると民間からの寄付は漸増して

17:32

JPF 出動決定

いるわけではないが、海外の大規模な自然災害に対

17:45

ソフトバンクモバイルより携帯電話の無

する人道支援にかんしては、経団連を通じて経済界

償貸出の申し出

からの寄付が集まるようになってきている。とりわ

18:20

プレスリリース発信

け、ミャンマーやチリ、ベトナム、フィリピンなど、

18:38

寄付金口座の設置。寄付の呼びかけ開始

経済界と直接関係の深い地域の災害に対しては、寄

18:49

三菱東京 UFJ 銀行より JPF 寄付金口座へ

付が集まりやすい。これは JPF が実績を重ねること
と並行して、経済界からの信用を獲得していったこ

の振込手数料無料化の申し出
18:59

パブリックリソースセンターより “Give

との現れともいえよう。経済界の大口の寄付は組織

One” を通じたオンライン寄付立ち上げの

としての信用度が高い赤十字社やユニセフなどの

申し出

国連機関に寄付されていたが、JPF は時には担当者

19:28

三井物産より（初動対応費用として）JPF
へ 1,000 万円拠出決定の連絡

が直接会社を訪問して活動報告をおこない、より具
体的に寄付の成果を伝える努力をおこなってきた。

20:44

出動決定団体を対外発信

このように、JPF は国際人道支援の分野で活動す

23:45

在日のいくつかの大使館に英語版のプレ

る NGO のキャパシティ強化に貢献してきた。一方、

スリリースを発信

JPF は海外の人道危機に対応することを想定して構

23:55

築されたシステムであったため、2007 年まで国内

3 月 12 日

花王より JPF へ 1,000 万円拠出決定の連絡

災害に対応することはなかった。しかし、2007 年

参加 NGO3 団体とともにヘリコプターに

にマグニチュード 5.8 の新潟中越地震が発生する

搭乗し、上空からの状況把握

と、米国国際援助庁（USAID）からの 10 万ドルと

参加 NGO4 団体の事業を承認 13）

民間からの寄付金をあわせて 14,412,311 円集めるこ

海外からの支援の問い合わせに対応

ととなった。これに対し、JPF としてはじめて参加
NGO4 団体が 6 つの事業を実施した。この時、JPF
に物資やサービスを提供したのは 5 社であった

11）

。

3 月 14 日
参加 NGO との会議
海外からの支援にどのように対応したら

設立 10 周年にあたる 2010 年度に、つぎの 10 年間

いいか内部協議

の JPF の組織戦略を立てる委員会「JPF-NEXT10」

国会議員との会議

が立ちあがり、本格的に国内災害へ対応するか否か
を検討している最中に、東日本大震災が発生した。

3 月 16 日
政府との会議
NGO/NPO の全国ネットワーク設立

２．東日本大震災と JPF

3 月 19 日

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東北地方

JPF 事務局から 2 名を東北に派遣

太平洋沖地震は、その異様なゆれにより、JPF 本部
事務所がある東京にも被害の深刻さを伝えていた。

未曾有の国内の大災害に対して、経済界や個人か

JPF 事務所では、ただちに情報収集にとりかかり、

ら寄付が集まり、その総額は 3 カ月後の 6 月 10 日

午後 17 時 32 分には、出動を決定した。JPF は当日の

現在で約 63 億円（63 億 1,557 万 6,174 円）にのぼっ

活動をつぎのようにウェブサイトで公開している

12）

。

た 14）。JPF では、寄付者は JPF 事業に賛同して資金
を提供したと同時に、なによりも民間により効率よ

3 月 11 日

く被災者に支援を届けてほしいとの願いがあると

14:46

判断し、4 月末～ 5 月上旬にかけて「共に生きるファ

18

地震発生（助成審査委員会の開催中）。JPF
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（注）JPF 参加 NGO 対象のみ、2011 年 6 月 10 日現在
（出典）「東日本大震災 被災者支援の進捗報告」
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）
[http://www.japanplatform.org/area_works/tohoku_rt/20110610rpt.pdf]
図４

JPF がこれまでに助成した支援活動

ンド」を創設し、10 億円分の助成金を JPF 加盟団

出動が発議され、3 日から支援を開始した。2010 年

体以外も申請できるようにした。

1 月 12 日に発生したハイチ地震では同日に出動が

JPF では通常事業開始から 3 カ月間を「初動対

発議され、16 日から支援を開始した。東日本大震

応期」として事業を管理している。東日本大震災

災において発災当日に 5 団体、翌日までには 8 団体

では、3 ヶ月間において 21 団体が JPF の助成を受

が出動した迅速性は、国際人道支援において災害即

けて活動を展開し、42 億 8,848 万 8,525 円の助成

応能力を高めてきた結果であったといっていい 15）。

金が投入された。その活動を分野別に記すと図 4

JPF 事務局は 3 月 12 日正午ごろ、ほか 3 団体とと

のようになる。

もにヘリコプターに搭乗し、上空からの状況把握に

それらの活動のうち、国際人道支援の経験が活か
されたと思われる分野は以下のとおりである。

つとめた。
巨大地震と津波は、広範囲にわたり道路、鉄道、
通信網を寸断した。ガソリンが不足し、被災地への

2-1. 迅速性と高いロジスティックス能力

アクセスは困難をきわめ、原発事故がおこり、状況

JPF で は、 自 然 災 害 に 対 し て は 24 時 間 以 内 に

がみとおせなかった。このようななか、数団体が出

NGO が出動できる体制を整えてきた。人命救助に

動を決定できたのは、各 NGO が国際人道支援の経

おいては 3 日以内に救助できるか否かが生存率を

験をつんで、高いロジスティックス能力と安全管理

左右し、JPF の団体には、医療や災害救助犬の派遣

能力を備えてきたからである。JPF の参加 NGO の

を専門にする NGO があるからである。たとえば、

多くは壊滅した被災地で利用できるリソースが一

2009 年 9 月 30 日に発生したインドネシア・スマト

切なくても、移動手段や物資輸送手段（車両の手配

ラ島西西部パダン沖地震では、翌日の 10 月 1 日に

など）、通信手段（衛星電話など）のロジスティッ
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クスを確保することで、支援拠点立ちあげなどを自

島県の仮設住宅に対するスターターパック配布事

己完結型で実施できるよう緊急人道支援体制を整

業であろう。仮設住宅への生活品配布を JPF の参

えている。巨大地震と津波によって壊滅した被災地

加 NGO と他団体がおこなう調整は、まずは岩手県

の支援では、2004 年 12 月 26 日に発生したスマト

で先行して進められた。岩手県の仮設住宅ほぼ全

ラ島沖地震津波への対応を経験していた。この時に

戸に対し日本赤十字社が生活家電 6 点セットを寄

は 2004 年 12 月 27 日から 2006 年 2 月までのあいだ、

贈し 17）、その他の生活品を仮設住宅スターターパッ

JPF から 16NGO 団体が支援にあたった。

クとして主にピースウィンズ・ジャパン（JPF 事業、

JPF 事務局は 3 月 19 日に被災地にスタッフを 2

予算 565,133,544 円）、ワールドビジョン・ジャパン、

名派遣し、のちに仙台市に東北事務所を開設した。

イケア、ニトリが分担して配布することが決められ

その後、岩手県遠野市にも拠点を設け、宮城県気仙

た。この例にならい、のちに述べる「被災者支援 4

沼市（社会福祉協議会ボランティアセンター）、石

者連絡会議」を通じて、宮城県ではパーソナルサ

巻市（石巻災害復興支援協議会）、女川町（社会福

ポートセンター、アドラ・ジャパン（以下 ADRA

祉協議会ボランティアセンター）の要所にもスタッ

と省略）、ワールドビジョン・ジャパン、ジェン

16）

。社会福祉協議会などに全国から

（JPF 事業、予算 663,150,900）、ピースボート、プラ

派遣される応援スタッフが 2 ～ 3 日交代で入れ替

ン・ジャパン、福島県では ADRA（JPF 事業、予算

わるのに対し、現場に派遣された JPF 事務局員や、

632,986,000 円）、難民を助ける会（JPF 事業、予算

JPF 参加の NGO 団体のスタッフは数カ月にわたっ

669,334,018 円）が、それぞれの県の仮設住宅ほぼ

て滞在した。現地では国際 NGO の本格的な受け入

全戸に対してスターターパックを配布することに

れははじめてのことであり、「ジャパン・プラット

なった。JPF の初動対応期に投入された金額およそ

フォーム」などのカタカナの団体に対しては、どこ

43 億円のうち、実に 60 パーセントにあたる 25 億

か違和感があった。しかし、同じスタッフが発災直

円（25 億 3,060 万 4,462 円）がこの事業に費やされ

後から数カ月間現場に滞在したことが信頼関係構

ている。日本の NGO のなかには、億単位の事業費

築につながった。JPF 参加の NGO の多くは、物資

をつぎこむことができる規模をもつ団体は少なく、

配布を単にモノの提供ととらえず、それらを信頼関

まさに JPF に集約されたリソースがあったからこ

係構築やニーズ把握の機会として把握しており、こ

そ実現できた大規模な支援であるといえる。JPF で

のことが初動対応期プログラムモニタリング評価

は、海外で数万人という大量の避難民が発生する人

時に緊急支援の専門家から高く評価された。JPF の

道危機に対応するために、スケールメリットを達成

参加 NGO は、海外ではじめて訪れる支援地の当局

する大規模な支援を実施してきた。

フを派遣した

や住民といかに信頼関係を取りむすぶかが事業の

日本では、災害基本対策法や災害救助法によって

成功の鍵である、ということを経験知として学んで

政府が対処すべき支援範囲が決められており、被災

きた。その経験が活かされた例であるといえるのか

者支援は行政が主体となっておこなわれる。しかし、

もしれない。

東日本大震災においては、行政自体が被災して機能
麻痺におちいり、民間支援の受け皿である各地の社

2-2. JPF へのリソースの集約と大規模な支援
東日本大震災に際して、JPF には前例のないほど

会福祉評議会自体も大きな被害をこうむった。JPF
では行政の立ちあがりをまつことなく、むしろ行政

多くの寄付金と支援物資が集約された。初動対応

を間接的に支援する調整をおこなった。すなわち、

期に集められた寄付金およそ 63 億円にくわえて、

応急仮設住宅の設置と生活必需品の供与は、災害救

136 社が 727 品目の支援物資を提供した。企業が提

助法の運用によっては国庫で負担される可能性もあ

供した衣類、食料、日用品、衛生用品から電化製品、

るのだが、支援すべき仮設住宅数に対して、行政側

車両、発電機などまでのさまざまな物資を、JPF は

のキャパシティが足りず、遅れているところを、民

参加 NGO や地元の団体あわせて 147 団体にマッチ

間でカバーしたといっていい。この分野の支援にお

ングをおこなった。

いても国際人道支援の経験が活かされている。海外

なかでも集約された寄付金を大規模な支援につ

で人道支援が必要とされる地域は、たいてい「途上

なげた点で注目に値するのが、岩手県、宮城県、福

国」である。途上国においてはもともと行政のサー
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ビス提供機能は弱く、その脆弱性が災害によって露

者支援 3 者連絡会議」をパイロット的に開始した。

呈する。そのため、NGO が行政サービスを一時的

具体的には、この 3 者会議によって石巻市と気仙沼

に代替して支援を展開する場合が少なくない。

市における自衛隊と NGO の「炊き出し」の役割分

しかし、初動対応期の 6 割の金額を仮設住宅への

担が調整された 18）。

スターターパック配布に投入したことの妥当性に

一方、東日本大震災においては、その被害規模の

ついては、初動対応期プログラムモニタリング評価

大きさと、多くの NGO のかかわりから、政府も 3

において国内災害の専門家から検証の余地がある

月 16 日に内閣官房に震災ボランティア連携室を設

との指摘を受けた。なぜなら、日本においては行政

置するなど、どのようにして市民社会と連携したら

が多数の被災者に一律公平な支援を提供するため、

いいかを模索していた。そのようななか、JPF の参

民間の支援はむしろ災害救助法では救うことので

加 NGO の ADRA のスタッフが東日本大震災前から

きない在宅生活者や県外避難者など、行政の手の

国内災害に対応するため、「災害ボランティア活動

届かないところを支援することが期待されている

支援プロジェクト会議（支援 P）」19） に参加し、社

からである。しかし、仮設住宅へのスターターパッ

会福祉協議会などと関係構築をおこなっていた。こ

ク支援は行政支援を補完するかたちでおこなわれ、

のような関係構築から、ADRA は 3 月 13 日より「政

画一化されたパッケージを一律公平に広く配るも

府現地対策本部会議」に「ボランティア代表」とし

のであった。

て出席することとなった。同時に、政府現地対策本

初動対応期には被災自治体の行政機能の立ちあ

部部長からの要請などもあり、東京でも NGO/NPO

がりも遅れ、多大な被害とニーズに対応する行政の

の全国ネットワーク設立の動きがおこり、3 月 30

キャパシティも限られていた。この意味で、行政

日に JPF など 23 団体が世話団体となり、東日本大

と NGO、企業が連携してすべての仮設住宅へスター

震災支援全国ネットワーク（Japan Civil Network, 以

ターパックを配布したことは、今後の災害対応の一

下 JCN と略す）が立ちあげられた 20）。JCN は、東

つのモデルになるのかもしれない。一方で、JPF が

日本大震災の被災者支援にあたる NGO/NPO のネッ

災害基本対策法や災害救助法などの適応や、国内

トワークであり、2011 年 11 月現在、694 団体が参

の災害対応における行政と民間の役割を認識して

加している。JPF では仙台市に駐在スタッフをおい

同支援を展開していたかというと、認識不足であっ

ていたため、同スタッフが ADRA を引き継ぐかた

たことは否めない。迅速性とスケールメリットを優

ちで政府現地対策本部会議に「ボランティア」の一

先するあまり、行政支援からこぼれおちた被災者に

団体、および JCN の世話団体として参加した。

対するきめ細やかな支援がおろそかになっていな
かったか、検証がもとめられよう。

同時に宮城県では、4 月 2 日から政府緊急災害現
地対策本部、自衛隊、宮城県、NGO/NPO（「ボランティ
ア」）の 4 者が調整をおこなう被災者支援 4 者連絡

2-3. 支援をつなぐ：調整と連携

会議が開催されることとなった。同じく仙台市の

日本の災害対応は行政との連携が必要不可欠で

JPF 駐在スタッフが NGO/NPO の窓口を担う役割と

ある。東日本大震災において JPF は「被災者支援 4

して参加した。これらのアクターが連携調整するこ

者連絡会議」「被災者支援 3 者連絡会議」を中心的

とは、阪神淡路大震災ではみられなかった光景であ

に担うことを通じて、官と民の支援をつなぐことを

り、実質的にこの会議を通じて公的部門と民間部門

一歩前進させたといっていい。一方で、海外の支援

の支援業務が調整されたことは、大きな意義があっ

団体との調整役割については、実質的な機能をはた

た。この 4 者会議において先述の宮城県での仮設住

すことができず、課題が残された。

宅へのスターターパック配布、ゴールデンウィーク

日本においては、災害対応における公的部門と民

時のボランティア受入などが調整された。また、政

間部門の連携は未熟であり、どのように連携するか

府の被災者支援制度が NGO/NPO に分かりやすく導

が制度化されていない。しかし、現場に派遣された

入されたり、自治体によせられた支援物資が NGO

JPF スタッフはただちに関係アクターと調整する必

に有効活用されるようになった。

要性を確認した。そこで、まずは市町のレベルにお

初動対応期プログラムモニタリング評価におい

いて NGO/NPO、自治体、自衛隊が連携する「被災

ては、政府現地対策本部会議、被災者支援 4 者連絡
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会議などにおいて、JPF が JCN と政府の連携役をは

富な JPF が海外からの支援のフォーカルポイント

たした点が、国内災害の専門家から大きく評価され

となることが期待された。しかし、大規模な国内災

た。政府としては、特定の NGO/NPO と連携を組む

害への対応という想定外の事業を展開するなかで、

わけにはいかないので、NGO/NPO を代表する JCN

JPF 事務局も人手不足に悩まされた。

のような組織の存在が必要であった。JCN の世話

一方、気仙沼市などの一部の市町では「テーマ別

団体として政府現地対策本部会議や被災者支援 4 者

分科会」と称する分野別の調整会議が開催された。

連絡会議に出席し、実質的に支援内容を調整したこ

また、宮城県では、宮城県教育庁、ユニセフ、プラン・

とで、行政と NGO/NPO の連携による被災者支援と

ジャパン、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ワー

いう、従来の災害対応にはみられない新しい連携の

ルド・ビジョン・ジャパン、JPF が同県の公立小中

かたちが実現した。被災者支援 4 者連絡会議が復興

学校への学用品等の配布と調整をおこない、新学期

構想会議による『復興への提言』第 4 章（2）復興

の再開までにある程度の物資を児童に届けたとい

と「新しい公共」に明記されたことは

21）

、大きな

う成果をあげた。しかし、全体的にみればこのよう

意義があると、国内災害の専門家は評価している。

な取り組みは限定的であり、海外からの支援の調整

また、JPF 東北事務所では、事業のモニタリング

や、支援機関間会議、支援分野別会議開催などの実

をおこなうだけではなく、宮城、仙台地域の NPO

質な対応はほとんどできなかった。

の中間支援組織である「せんだい・みやぎ NPO セ

ただし、支援分野別ごとの調整会議がおこなわれ

ンター」など 4 団体とともに「みやぎ連携復興セン

なかったことの弊害は、序々に明らかになっていっ

ター（れんぷく）」を立ちあげ、地域社会中心の支

た。たとえば、東日本大震災の被災者支援において

援を実現する調整やマッチングをおこなっている。

は、物資配布や避難所においてジェンダーに対する

被災地各地の拠点に配置された JPF スタッフも、そ

配慮が欠けている問題が数団体により報告されて

れぞれの現場で調整にあたっている。発災直後には

いた。このような避難所における問題は、通常は「難

自治体や社会福祉協議会事体が被災していたため、

民・避難民キャンプコーディネーション」などの会

ボランティア受入調整のためのボランティアセン

議により支援者のあいだで共有され、対策がとられ

ターの設置が遅れた。また、ゴールデンウィーク

る。しかし、東日本大震災では、個々の団体が直面

時などに訪問する多数のボランティア受け入れに

する問題が共有される機会がなかったため、対策が

かんするノウハウにも欠く状況であった。こういっ

講じられなかった。今後の日本国内の大災害に際し

た各地のボランティア受け入れポイントに JPF の

て、海外からの支援の調整、支援機関間会議の開催、

スタッフがいち早く派遣されたことにより、行政機

支援分野別会議の開催を、誰が中心になっておこな

関や社会福祉協議会などとの人間関係が構築され、

うか、ということが課題として残された。

情報が共有され、調整が適切に実施された。
東日本大震災に対しては、海外からも支援の申し

2-4. 海外で実施してきた支援スキームの応用

出が相次いだ。これに対し、外務省の依頼により、

JPF の参加 NGO の多くが、国際人道支援で実践

JPF が海外からの問いあわせに対応することとなっ

してきた支援スキームを東日本大震災で応用した。

た。JPF は、JANIC（国際協力 NGO センター）の

緊急人道支援では、初動期には医療、水・衛生、シェ

協力をえて 3 月 19 日に支援機関間会議（Inter-Agency

ルター、食料・物資配布などのライフラインの確保

Meeting）を開催し、その後 7 回実施した。しかし、

が必要とされ、緊急・復興期に教育、瓦礫撤去など

支援機関間会議は実際には情報共有をするにとど

の支援が必要になる。海外での経験の積み重ねか

まった。

ら、日々変わるニーズを予想し、支援ギャップを意

海外で大規模な人道支援が展開される場合には、

識し、フェーズごとに対応することができた。

現地で関係機関の支援調整をおこなう支援機関間

また、たとえば「パレスチナ子どもキャンペー

会議が開催されるのが常である。くわえて、クラス

ン」は、パレスチナにおいて避難生活と日常生活の

ター

22）

や支援分野（セクター）ごとの調整会議が

破壊を繰り返すことを余儀なくされる人たちのこ

開催され、詳細な調整や情報共有がおこなわれる。

ころの拠り所になるのが「写真」であることから、

東日本大震災に際しては、国際人道支援の経験が豊

パレスチナ避難民のアルバム整理をおこなった経
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国際人道支援の経験を活かして

験があった。東日本大震災において津波で一切合財

３．まとめにかえて

を失った人びとにとっても、写真がこころの支えに

東日本大震災において、JPF などを通じて国際人

なればと、スタッフが個人的に写真を集めていたと

道支援の実績をつんできた NGO は、その経験を活

ころ、自衛隊や町、ボランティアの協力、避難所の

かすことができた。本稿では、それらを 1）迅速性

人びとの自発的な参加をえて事業として展開した。

と高いロジスティックス能力、2）JPF へのリソー

アルバム整理事業は、被災した人びとのこころの支

スの集約と大規模な支援、3）支援をつなぐ：調整

えになったという大きな社会的評価を受けた。

と連携、4）海外での支援スキームの応用、にわけ

国際人道支援を実践するにあたっては、支援する

て述べてきた。日本においては国際人道支援をプロ

側が満たすべき最低基準を定めたスフィア・スタン

フェッショナルとする NGO の活動ですら、志が高

ダードなどの国際的な合意がある。心理社会的サ

いしろうとが無償でおこなう「ボランティア」と同

ポートにかんしては、IASC（Inter-Agency Standing

等にみなされる傾向がある。しかし、東日本大震

Committee：人道機関間常任委員会）により支援実

災で JPF をふくめた NGO/NPO が発揮した力は、そ

践のためのガイドラインが設けられている。弱者

の役割、重要性について関係諸機関の認識を変え

支援にあたっては「プロテクション」という考え

るきっかけとなった。東日本大震災における NGO/

方が国際人道支援の主流になっている。JPF の参加

NPO の活躍も後押しして、2011 年 6 月に「特定非

NGO は、海外の現場においてこれらの「国際基準」

営利活動促進法の一部を改正する法律案（NPO 法

を満たす人道支援を実践してきた。したがって、東

改正案）」が可決・成立し、NPO 法人の活動分野が

日本大震災においても一定の国際基準を満たす支

拡大され、認定 NPO 法人制度の要件が大幅に緩和

援がおこなわれていた。たとえば、パレスチナ子ど

されることとなった。

もキャンペーンの避難所における子どもに対する

JPF はこれまで国際人道支援を想定して組織体制

心理社会的サポートは IASC のガイドラインに則し

を整えてきたが、東日本大震災をきっかけに、国内

ていた。難民支援協会の外国人、女子に対する支援

災害に対応するための組織改編をおこなうことと

はプロテクションの考え方にもとづいて実施され

なった。国内災害に対応することを新たな組織戦略

ていた。

として盛り込むのであれば、国内災害の専門家を入

一 方、 東 日 本 大 震 災 に お い て は、JPF の 参 加

れた事業審査やアドバイザリー体制を構築し、災害

NGO が「海外よりひどい」とよぶ避難所の状況が

救助法の運用など、日本の国内災害対応について

あった。それらは、避難所における高齢者、女性

の知識を高める必要がある。また、平常時から関係

への配慮欠如、トイレ、水周りの不衛生などであっ

機関との調整と連携をおこない、国内災害における

た。それらの状況が国際基準を満たさないことは、

JPF の比較優位と役割を、東日本大震災を検証しな

JPF 参加の NGO の目には明らかであった。しかし、

がら確認することがもとめられよう。

支援分野別会議などが開かれないなか、発見された

さて、これまでは国際人道支援の経験が東日本大

問題を共有する場がなく、問題は放置される傾向

震災においてどのように活かされたか、について論

にあった。また、国際基準の応用では満たすこと

じてきた。ここで最後に、東日本大震災における

ができない地域性にもとづく災害弱者のニーズな

NGO の経験が、今後の海外での支援にどのような

どにきめ細かく対応できたかについても、今後に

示唆をあたえるのか、について簡単に意見を述べて

教訓を残すための検証が必要であろう。たとえば、

みたい。

東日本大震災においては、女性に対する支援は生理

東日本大震災被災者支援において、国際人道支援

用ナプキンだけではなくおりもの用ナプキンが必

の経験をもつ JPF の参加 NGO の一部は「日本のほ

要であった、高齢者に対してはポータブルトイレが

うがやりにくい」という感想を述べていた。その理

必要であった、などの声があった。「海外よりひど

由は、①行政との調整に時間がかかる、②地域社会

い」避難所の状況を地域性に配慮しながら改善する

に入りにくい、③日本語が分かるため被災者の多様

ための事前対策は、JPF をはじめ、日本に拠点をお

な声が聞こえる、などであった。このうち、①に関

く国際 NGO に課せられた責務であるともいえよう。

しては、東日本大震災でも災害対応における公的部
門と民間部門の連携の未熟さが浮き彫りになった
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ことから、被災者支援 4 者連絡会議などの例をもと

の海外での支援方法のみなおしにつなげるべきで

に連携を制度化していく展望がみえている。

あろう。すなわち、「支援される側」の主体性を尊

一方、②、③への気づきは、逆に海外の被災地に

重し、地域社会を理解しながらおこなう支援は、実

おける先進国 NGO の支援介入の方法をみなおすこ

際は困難な「やりにくい」支援なのである。このよ

とにつながるであろう。すなわち、海外の被災地で

うな困難だが重要な作業をどのようにして支援実

は先進国 NGO が非対称的な力とリソースをもって

務の工程に落とし込んでいったらいいのだろうか。

おり、被災社会が先進国 NGO の考え方や支援方法

あるいは、リソースをもつ支援団体が、リソースを

にあわせる傾向がある、そのため先進国 NGO が支

失った被災者や被災社会で直接支援する、という従

援を実施しやすい状況がある、ということに対する

来のやり方ではなく、被災社会をよく知る被災者や

反省である。東日本大震災においては、支援者と被

団体が、いかにして支援団体からリソースを受け

災者が同じことばを話すため、被災者は支援者に直

取り、結果を支援団体にフィードバックできるか、

接自分たちの考え方や立場を説明する力をもつ。そ

という新しい方法の確立が必要なのかもしれない。

れだけに「支援をする側」は、「支援を受ける」側

「支援をされる側」の主体性を尊重する新たな方法

の主体性や多様性を尊重し、理解を深め、地域社会

を国境を超えて構築することができるかが、東日本

の復興の歩みにあわせなければならない、というこ

大震災からの一つの課題となるのかもしれない。

とがよくわかる。
東日本大震災においては、海外から多くの支援

謝辞

の申し出があったが、日本は国連の支援の申し出

本稿を執筆するにあたっては、JPF 事務局スタッ

を断り、JPF も実質的には海外の支援機関の調整に

フの皆さんに大変お世話になった。JPF 事務局ス

対応することができなかった。一方、国際社会か

タッフの皆さんは、東日本大震災にくわえて、東ア

らの支援の申し出を受けることで、JPF は「支援を

フリカ干ばつ支援、東南アジア水害支援など、2011

する側」ではなく、「現地で支援を受け入れて調整

年にあらたに発生した人道危機に対応するために

する側」に立つ経験をすることとなった。現地の

多忙を極めている。それにもかかわらず、資料を

ニーズを想定してもちこまれる様ざまな支援物資

提供し、草稿に目を通すなど、ご協力くださった。

やサービスの調整、日本特有の災害対応制度の説

また、JPF 初動対応期プログラムモニタリング評価

明、ことばや文化の翻訳作業など、海外からの貴重

にご参加くださった桑名恵氏、越山健治氏、阪本真

な支援を受け入れるためには、それなりの作業が必

由美氏からは、貴重な知見をいただいた。最後に、

要とされる。「支援を受ける側」の視点に理解を深

東日本大震災で被災された皆様方に、こころからお

める経験は、逆に日本の NGO が海外で実施する人

見舞い申しあげます。

道支援を客観的に再考する機会となった。東日本大
震災では、日本国内にそれなりに支援リソースが
あったから海外の直接支援の申し出をある程度断

【注】
1）

地 震 の 被 害 状 況 と 警 察 措 置 」 平 成 24 年 6 月 27 日。

ざるをえなかった。しかし、もし日本が「途上国」

http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf

で、圧倒的な力とリソースをもった海外の支援団体
に依存しなければ復興できない場合には、どうなっ

2）

ていただろうか。国際支援が殺到し、彼らが日本の

兵庫県県民生活部生活文化局生活創造課「阪神・淡路
大震災

NGO/NPO などとパートナーを組み、行政と調整を
して支援を開始するという、海外の人道支援の現場

警視庁発表「平成 23 年 (2011 年 ) 東北地方太平洋沖

一般ボランティア活動者数推計」http://web.

pref.hyogo.jp/wd33/documents/000036198.pdf
3）

全国社会福祉協議会「災害ボランティアセンターで

でよくみられる光景が展開していたかもしれない。

受け付けたボランティア活動者数の推移（仮集計）」

多くの日本の NGO や被災地の住民は、外部からも

http://www.saigaivc.com/ ボランティア活動者数の推移 /。
岩手県、宮城県、福島県 3 計の合計。

ちこまれる圧倒的な力とリソースに対して、自分た
ちが主体となって復興が進められないことに、もど
かしさを感じたかもしれない。
「日本のほうがやりにくい」という感想は、今後
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4）

日本では「NGO」は主に「海外で支援をおこなう団体」、

「NPO」は主に「国内で福祉活動などをおこなう団体」
という意味で使われる傾向にある（高柳、馬橋 2007:

国際人道支援の経験を活かして

12-13）。本稿においても NGO、NPO という用語をこ
の意味として使う。
5）

（国際協力機構）、UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）

評価から多くの知見をえている。モニタリング評価で

など海外の災害対応に携わる機関から、活動経験豊富

は、JPF の初動対応期の事業を 4 つの成果にわけて、

なスタッフが JPF に派遣された。これらのスタッフ数

それぞれつぎの専門家が評価を担当した。成果 1「避

名が JPF スタッフとして被災現場の調整機関に派遣さ

難生活支援」（お茶の水女子大学講師

れることにより、海外での災害対応の知見をいかした

桑名恵）；成果
越山健治）
；

成果 3「調整・後方支援」（人と防災未来センター主
任研究員

支援が実施された。
17）

寄贈された生活家電の内容は洗濯機、冷蔵庫、テレビ、
炊飯器、電子レンジ、電気ポットの 6 点である。

阪本真由美）；成果 4「災害弱者支援・地

域性への配慮（分野横断事項）」（大阪大学大学院准教

18）

災害救助法の定める「炊出しその他による食品の給与

石井正子）。評価結果は「評価報告書：JPF 初動

及び飲料水の供給」は主に自衛隊が担っていたが、そ

対応期プログラム」としてまとめられた。JPF のウェ

の食事メニューは主食（米飯・おにぎり）・汁物が中

ブサイト上で公開予定である。

心であり、副食の提供が困難であった。そこで、自衛

JPF の ウ ェ ブ サ イ ト よ り。http://w3.japanplatform.org/

隊が提供する食事に、ボランティアによる副食を組み

授

work/index.html
7）

東日本大震災に際して、WFP（世界食糧計画）、JICA

本稿は、この JPF 初動対応期プログラムモニタリング

2「仮住まい移行支援」（関西大学准教授

6）

援を実施した。
16）

東日本大震災が発生した 2011 年 3 月 11 日現在では 33

あわせて提供することなどが調整された。
19）

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議（「支援

団体であった。

P」）は企業、NPO、社会福祉協議会、共同募金会など

8）

政府資金を使用する場合には、外務省の許可がいる。

により構成されるネットワーク組織であり、2004 年

9）

これに対し、紛争による人道支援にかんしては、常任

の新潟中越地震の後、2005 年 1 月より中央共同募金

委員会（臨時開催も含む）で審議して出動を決定する。

会に設置された。平常時には、災害支援にかかわる調

2004 年度には、イラクや周辺国での人道支援のために、

査・研究、人材育成や啓発活動をおこない、災害時に

政府が JPF に 20 億円の追加資金を決定したため、活

は多様な機関・組織、関係者などが協働・協力し、人

動資金が大きくのびた。また、2010 年度に活動資金

材・物資・資金など多くの社会資源を有機的かつ有効

が大きくのびているのは、外務省が発表した「テロの

にむすびつけて、地元主体の被災者支援にあたること

10）

脅威に対処するための新戦略（アフガニスタン・パキ
スタンに対する日本の新たな支援パッケージ）」の一

11）

を目的としている。
20）

環として 2010 年 7 月から 2011 年 12 月までの 18 ヶ月

日に設立総会が開催された。JCN ウェブサイトより。

間（5 年間計画支援のうちの第 1 フェーズ）に 15 億

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

円の政府資金が JPF に供与されたからである。

oTSnS_GpDOEJ:www.jpn-civil.net/join_support/

大和証券と日本航空によるウェットティッシュや洗剤

contribution_jcn.html+jcn+%E6%9D%B1%E6%97%A5%

の提供、ソフトバンクモバイルによる現地派遣スタッ

E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%

フ使用の携帯電話無償貸し出し、三菱地所による会議

E3%80%80%E8%A8%AD%E7%AB%8B&cd=3&hl=ja&c
t=clnk&gl=jp

スペースの提供、日本航空による現地派遣スタッフの
旅客輸送チケット、支援物資の輸送協力であった。
12 ）

JPF のウェブサイトより。http://www.japanplatform.org/

13）

14）

21）

『復興への提言』の 35 頁につぎの文言が盛り込まれた。
「今回の大震災では、災害支援関係の NPO・NGO の全

area_works/tohoku_rt/20110311.pdf

国横断的なネットワークの発足、被災地への後方支援

初動調査として CF（シビック・フォース）、JEN（ジェ

活動の実施、県・災害ボランティアセンター・自衛隊・

ン）、NICCO（日本国際民間協力会 ）、PWJ（ピースウィ

政府現地対策本部による「被災者支援 4 者会議」の定

ンズ・ジャパン）が JPF の助成を受けて出動した。

期開催など、これまでの震災とは異なる新しい動きが

これらの寄付は件数では 9 割が一般からの寄付、1 割

あり、NPO、ボランティア活動が一段高い水準に達

が企業からの寄付であったが、金額では 1 割が一般か

したことを示した。」http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/
kousou12/teigen.pdf

らの寄付、9 割が企業からの寄付であった。
15）

2011 年 3 月 14 日の初会合（準備会）ののち、同月 30

8 団体中、4 団体が JPF の助成を受けて初動調査や支

22）

国連では 2005 年 12 月から支援活動の分野を 11 の「ク

ボランティア学研究

Vol.12

25

石井 正子

ラスター」とよばれる領域に分類し、それぞれ適役と

黒川千万喜．2004．市民社会として国際協力を支える仕

思われる主導機関を任命し、クラスターごとに調整を

組み：ジャパン・プラットフォームの事例から．今

おこなう体制をとっている。それら 11 のクラスター

田克司・原田克彦編．連続講座

は 1）農業、2）難民・避難民キャンプコーディネー

市民社会に支えられる NGO への構想．日本評論社．

ション、3）早期復興、4）教育、5）緊急シェルター、

77-98．

6）緊急時の通信、7）保健、8）ロジスティックス、9）
栄養、10）保護、11）給水・下水・衛生、である。

国際協力 NGO

大西健丞．2008．ジャパン・プラットフォーム．内海成治・
中村安秀・勝間靖編．国際緊急人道支援．ナカニシ
ヤ出版．99-119．
高柳彰夫・馬橋憲男．2007．拡大する NGO・市民社会

引用文献
熊岡路矢・下田慣典．2007．緊急援助と NGO．高柳彰夫・
馬橋憲男編．グローバル問題と NGO・市民社会．明

の役割．高柳彰夫・馬橋憲男編．グローバル問題と
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A New Challenge for International NGOs in Japan:
The Japan Platform in Response to the Great East Japan Earthquake and Tsunami
Masako Ishii
(Osaka University)
The Japan Platform is an international humanitarian organization mainly composed of Japan-based INGOs, business
communities, and the Japanese Ministry of Foreign Affairs, for the NGOs to conduct effective and proper emergency
assistance in response to the humanitarian crisis caused by natural disasters and armed conflicts. Since its establishment in
August 2000, it has conducted 669 projects in nearly 30 overseas countries. Faced with the major disaster in their country,
the Great East Japan Earthquake in Tsunami, it has engaged in unprecedented scale of humanitarian assistance based on
their experiences abroad. This paper describes four fields where their experiences of international humanitarian assistance
were utilized; 1) emergency response and high logistics capacity, 2) intensive accumulation of resources and advantages
of large-scale assistance, 3) coordination and networking, 4) application of international humanitarian schemes, and
analyzes their significance. The paper concludes by discussing some lessons learned by the Japan-based INGOs engaged
in the humanitarian assistance, and their implication for future international humanitarian assistance.
Keywords: Great East Japan Earthquake and Tsunami, Japan Platform, Humanitarian assistance, NGO
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特集：東日本大震災と国際ボランティア
災害と惨事ストレス、支援者のケアの必要性

災害と惨事ストレス、支援者のケアの必要性
－現場からの声として－
大

江

浩（公益社団法人

日本キリスト教海外医療協力会）

【要旨】
３．１１。大地震・大津波そして原発事故。死者・行方不明は約 2 万人。私たちは、東日本大震災という悲
劇に遭遇し、今も忘れえぬ生々しい記憶と共に生きている。本稿は、阪神・淡路大震災（1995）の復興支援、
そしてその後の国内外の災害支援の現場、そして今 3.11 の支援に関わる体験者からの「現場の声」である。テー
マは、「災害と惨事ストレス」、そして「支援者のケア」である。災害は、悲痛な体験と共に死別・喪失をも
たらす。明日の見えない絶望のトンネルの只中にあって、Survivor’s Guilt を生きる被災者。しかしその「深
く傷ついた人々の想い」に寄り添う支援者も「傷ついている」。支援者は共感すると同時に負いきれぬ想いに
つぶれそうになる。限界を感じ、時に挫折し燃え尽きそして孤立化する。日本では危機介入従事者や支援者
のトラウマに対する認識が高くなく、ケアの取り組みが遅れている。筆者が受けた米国での研修と米国での
取り組みからの学び、災害支援の現場での様々な事例、そして精神保健・心理支援の専門家の至言を交えな
がら、「支援者の必要性」について考察していきたい。
【キーワード】東日本大震災、阪神・淡路大震災、惨事ストレス、バーンアウト症候群、心のケア

はじめに

あの未曽有の東日本大震災から 8 か月が過ぎた。

つい先日も被災地を訪れたが、その傷跡は今も生々

お伝えしたいと思う。計２回の米国での災害とメン
タルヘルスの研修報告と東日本大震災の被災地レ
ポートを織り交ぜながら。

しい。被災地は約 500 キロ、東京～大阪間を包み込
むほどの規模だ。地震・津波・原発事故という「複

このようなテーマで実践レポートを書こうとす

合災害」は、私たちがかつて経験したことのない受

る私自身は、精神保健・心理支援の専門職ではない。

難である。2011 年 11 月 1 日現在、犠牲者は 15,829 人、

大学の学部レベルで心理学を専攻したが、精神科医

行方不明者は 3,686 人である。行方不明者は警察へ

や臨床心理士として臨床の現場にいる者ではない。

の届け出数であり、家族ごと流され届出すらでき

では、「そのような私がなぜ、このような事柄につ

なかった方々を思えば、実数は更に大きいだろう。

いてレポートを書こうとするのか？」。シンプルに

2011 年は、９．１１－その日から憎しみと暴力で世

言えば、災害の現場にいたからだ。多くの被災者に

界が支配されることになった、米国同時多発テロか

寄り添う支援者が、被災者と共に深く傷つき、過剰

ら 10 年という節目でもある。だがそれはこの国難

なストレスを抱え、燃え尽きていった。自らの体験

の陰で霞んで見える程の「過去」となってしまった。

に照らし合わせてみても、支援者のメンタルヘルス

１．１７（1995）－「ボランティア元年」という

とそのケアは「切実な問題」だったのだ。

社会現象となった阪神・淡路大震災は、私にとっ
て は つ い 昨 日 の よ う に 思 え る。 当 時、 私 は 神 戸
YMCA のスタッフだった。本稿では、私自身が体

１．１．１７―あのとき何が起こったか

1995 年 1 月 17 日。たかだか 20 数秒間ほど、し

験した／している「１．１７」と「３．１１」
、そし

かし阪神高速道路が横倒れとなったほどの大地震

てそれをつなぐ 16 年間にフォーカスを当て、「災

は 1 分 1 秒・10 数センチの単位で、「生と死」を分

害と惨事ストレス、支援者のケアの必要性」という

けた。震災前、私にとって「生と死」ことさら「死」

テーマで、体験ルポルタージュ的に現場からの声を

とは、どこかの誰かの、見えないことであった。し
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かし震災が発生し、恩師や親しい友人が命を奪われ

や NPO のスタッフのケアとサポートにあたられた。

た時、3 人称の死が 2 人称にも 1 人称にも思えた。

サンフランシスコ（以下、SF）は阪神・淡路大震

壊滅的なダメージを受けた病院も多く、病院前の

災の 6 年前の 1989 年にロマ・プリエータ地震を経

スペースは瀕死の負傷者が運び込まれても十分な

験しており、災害の復興とりわけメンタルヘルスに

治療が行えず、さながら「野戦病院」となった。医

関する取り組みが進んでいる先進地域で、その経験

療従事者は、「より望みのある患者」を優先して治

とノウハウを携えて「支援を支援する」ために本間

療するという厳しい選択を迫られた。「手を尽くせ

先生は来神されたのである。先生が帰米なさる前

ば救えたかもしれない」患者も見放さざるを得ない

に、山口本部長にかけた言葉は、「あなた自身を大

という苦渋に満ちた時を過ごしたのだ。そして私た

事にしてくださいね」であった。しかしながら、支

ちはその光景を目の当たりにした。神戸 YMCA の

援に奔走するなかで、「自分自身を大切にする」と

近隣の公共施設（体育館や学校や公民館など）は、

いう考え方は受け入れ難かった。

急ごしらえの「遺体安置所」になった。亡くなられ

このような震災直後から約 1 年と少し、1996 年

た方々を弔う線香や棺桶が足りないとなれば、それ

の 3 月末に、ある出来事が「災害と心のケア」とい

を調達するのも災害ボランティアの仕事の一つと

う重要な問題を提起した。当時、神戸市の助役だっ

なった。「死」は見えないものではなく、すぐそこ

た方が、焼身自殺を遂げる、という衝撃的な事件

にあるリアルな事実だった。

だった。すべての報道は「あのタフなリーダーシッ

「人は一体なぜ死ぬのか？そして一体何のために

プのある助役さんがなぜ？」という論調だった。そ

生き、誰と共に生きるのか？」あるいは「私はな

の時、私たちは思い知らされた。「人間の内面は見

ぜ生き残ったのか？なぜ彼・彼女ではなかったの

えないのだ」と。外面的には使命感に燃える頑張り

か？」という重い問いかけが私たちの心に突き刺

屋、しかしそのような「使命感に燃えるからこその

さった。“Survivor’s Guilt” という生き残ったもの自

特有のストレスや孤立感は人には理解しえないの

身が抱く罪責の念が、自らの存在を問い詰めた。そ

だ」という現実が突きつけられたのである。奇しく

こには答えがなかった。

も、１．１７からほぼ 1 年たち、被災者は生きる力

「私はなぜ生き、誰と共に生きるのか？」と同時
に、「一度きりの人生、この尊い命をどのように使

が枯渇し、支援者は心理的にも追い込まれていたこ
ろだった。

うのか？」という問いは、「ボランティア」の本質

そ う し た 折、 阪 神・ 淡 路 大 震 災 の 際 に、 多 大

の追求と存在理由につながることである。ミッショ

なる支援を頂いた米国 SF の日系人団体 JCCCNC

ン（使命）は「命を使う」と書く。そこに役割があり、

（Japanese Cultural and Community Center for Northern
California）から、同年 7 月に SF で「災害と心のケ

意味がある。

ア」に関する研修を開催するので、神戸 YMCA と
さ て、 再 び 1995 年 1 月 17 日。 午 前 5 時 46 分、

大阪 YMCA の関係者を招聘したい、との「天の声」

100 人いれば 100 通りのその瞬間があった。100 人

が届いた。研修コーディネーターは先述の本間玲子

いれば 100 通りの今があり、この 16 年間がある。

先生である。私たちはそれを、「救いの声」と受け

あの日に時計を戻そう。震災当日の夕方、既に
国境なき医師団・日本（MSFJ：当時の事務所は東

止めた。
次にその研修の主な内容をレポートしたいと思う。

京・高田馬場）のスタッフが神戸 YMCA 三宮本館
に駆けつけ、当時の神戸 YMCA 総主事（兼災害対
策本部長）の山口徹氏に「これからは心の問題が
大事ですよ」と語ったという。しかし、その時混

２．第 1 回災害とメンタルヘルスに関する
研修（米国サンフランシスコ、1996 年
7 月）

乱を極めていた被災地では、「心の問題」の大事さ

主題は、緊急救援者の惨事ストレスとそのケアの

は理解を遥かに超えていた。それとは別に、米国

取り組み（Critical Incident Stress Debriefing）を学ぶ

の Dr. Reiko Homma True ／本間玲子先生（当時：サ

ことだった。

ンフランシスコ市衛生局副局長）も震災後来日さ

参加者の構成は、主として精神保健・心理支援分

れ、神戸 YMCA を拠点に災害支援に従事する NGO

野の専門家で、臨床教育学博士（いのちの電話相
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談員訓練委員長）、臨床心理士、児童精神科医、高

間性の回復がなければ、質の高いサービスを提供

齢者専門の精神科医に加え、復興支援に従事する

できない」というポリシーに立っている。

NGO スタッフ、東京消防庁の救急隊員であった。
標記の研修の概要とハイライトは以下のとおり
である。

・ 人々のケアに携わるボランティア対象に災害カ
ウンセリングのためのトレーニング（※）を実
施した。（※米国連邦緊急事態管理庁 FEMA ＝
Federal Emergency Management Agency of U.S. が運

＜資格講習トレーニング＞
Critical Incident Stress（ 以 下、 惨 事 ス ト レ ス ）
Debriefing Training の理論と実際（計 2 か所：バー

営する「プロジェクト・リバティ」というメンタ
ルヘルス支援プログラムのことを指すと思われる）
・ 一つの災害で学ぶことは、他の災害にも応用できる。

クレー市消防局でも受講）
＜その２＞
＜訪問団体（各団体にてその取り組みを学ぶ）＞
1) S.F., Mental Health and Public Health Disaster
Assistance
2) Emergency Department, S.F. General Hospital
3) Paramedic Division, S.F. Fire Dept. of Public Health

・ “Flexible, Flexible, Flexible.” ＝災害は、“Chaotic（混
沌）” なので、とにかく柔軟に対応することが肝
要である。
・ “Abnormal Reaction in Abnormal Situation is Normal
Response.” ＝異常時の異常な反応は「正常」である。

4) American Red Cross, Bay Area Chapter

・ 災害後の最も大切な 3 つの “T” は、Tears（涙を

5) S.F. City, Office of Emergency Services

流すことを許してあげること）／ Talk（体験を

6) Child Protection Center, City & County of S.F. Dept.

言語化し、分かち合うこと）／ Time（癒しには、

of Social Services
7) Richmond Area Multi-Services (R.A.M.S.)

ある一定の時が必要であること）である。
・ “Being there” ＝傍らに居続ける、それは “Pearl of
Truth” ＝最も大切な真実である。

紙面の都合で詳細を記すことはできないが、大き
く分けて 3 つのことをお伝えしたい。

・ “Don’t just stand. Do something” ＝ただそこに突っ
立っているな。何かしなさい、という米国の諺が

第 1 に、訪問研修での学び・気づきの中で特に印

あるが、災害時は、“Don’t just do something. Stand

象に残ったコメント＜その１＞や「災害と心のケ

up and Listen.” ＝ただひたすら側に居続け、聴い

ア」に関わる事柄＜その２＞について。

てあげなさい。

＜その１＞

第 2 に、Debriefing の ト レ ー ニ ン グ（Dr. Jeffrey

・ SF 大地震（1989）がすべての始まり。行政は災
害への準備が全くできていなかった。
・ SF 大 地 震 は、“Wake Up Call”（ 警 鐘 ） だ っ た。

Mitchell の教材ビデオを活用した理論とロールプレ
イを交えた実際）について。
Critical Incident Stress Debriefing（C.I.S.D.）は、様々

被災者のケアをする側の心のケアを考えたの

なケースの危機的状況 (Critical Incident) の体験者が

は、SF 総合病院が初めてで、すべてのケースに

仲間や同じ境遇にある人たちと共に、自らの体験を

Debriefing を必要とし、組織的に災害マネージメ

包み隠さず吐露し、分かち合うプロセスである。そ

ントを実施した。

して体験の言語化を通して心的外傷（以下、トラウ

・ 大地震では全米からボランティアが集まったが、
米国は各州・各地方で、文化や様々ものが異なる
ので、色々なトラブル・葛藤を経験し、その組織
運営に苦労した。
・ 子どもや高齢者など心の傷を受けやすい人々へ

マという）からの回復を目指し、トラウマの軽減や
予防的介入を行う対処法の一つである。
Debriefing は、ファシリテーター（精神保健の専
門家）とピアカウンセラー（同僚）によって以下の
7 段階に沿って進められる。

のケアを、施設内で行うのではなく、こちらから
出向いて行った（アウトリーチ活動の展開）。
・ 米国赤十字は、「ボランティアワーカー自身の人

第 1 段階：Introduction（導入）
第 2 段階：Fact Phase（起こった出来事）

ボランティア学研究

Vol.12

29

大江

浩

第 3 段階：Thought Phase（その時考えたこと）

は米国でも消防・警察などの機関は「強い

第 4 段階：Reaction Phase ／ Feeling（その時の反

男タイプ」が支配的で「Peer Counseling や

応や感情）

Debriefing などはとんでもない」という雰

第 5 段階：Symptoms（心理的身体的症状）

囲気だったし、米国のような訴訟社会では

第 6 段階：Teaching ／ Education（教育 ― 異常な

Debriefing の際に何か変なことを言えば、
「裁

反応は正常であることなど）
第 7 段階：Re-entry ／ Reintegration（再統合 ― 体
験の把握や現場復帰への開放）

判になる」という気持ちが強く、色々と障
害があった。
③推進する担当者や理解のある上司との良
い 関 係 が、 状 況 を 変 化 さ せ、1996 年 か ら

このワークショップで、付加的に学んだ主な事柄

C.I.S.D. が義務付けられるようになった。

は以下の通りである。
第 3 に、非常に興味深かった R.A.M.S. ＝ Richmond
・ “Do No Harm” ＝よく相手の状況を見ながら、「必
要な」援助を（必要以上は害）

Area Multi-Service, Inc（リッチモンド地区多文化精
神保健サービスセンター）について。

・ Pre-Incident Traumatic Stress Education ＝予防のた
めの教育・啓発が大事
・ “On-Scene Support” ＝（災害発生時）
「その場での
迅速な」サポートが大事

① R.A.M.S. は、 ア ジ ア 系 や ロ シ ア 系 の 住 民
を対象とした精神保健サービスを提供する
NPO であり、14 か国語に及ぶ言語で対応し

・ Defusing ＝災害から 8 時間以内

ている。戦争・紛争や政治的な理由などに

・ Debriefing ＝災害から 24 － 72 時間以内（48 時間

より母国を離れざるを得ず、難民や移民と

という説もある）

して米国に滞在・定住する人々が主な対象

・ 災 害 援 助 と メ ン タ ル ヘ ル ス・ ケ ア に お け る
Keywords

の問題、難民同士の軋轢などストレス要因

① Regroup Victims【被災者同士をつなぐ】
② Assist Victims【必要な援助を行う】

が多々ある。
②難民は、その悲痛な体験の後遺症として複雑

③ Provide Victims【必要なものを与える】

なトラウマを抱えており、問題はかなり深

④ Listen【傾聴する】

刻である。またアジア系といっても（例えば、

⑤ Gentle Touching【優しく触れる】

カンボジア・ベトナム他）歴史的背景・言

⑥ Speak Quietly【静かに落ち着いて話す】

語・文化・経済・家族システム・政治的背

⑦ Assure Victims【安心させる】

景・社会情勢などすべてが異なるし、コミュ

・ 必要な CODE

ニケーションが難しい。

① Consultation【相談活動】／ Crisis Counseling
【危機介入カウンセリング】

③例えば、ベトナム難民の集団（共同体）の
PTSD によって一度に 20 人が原因不明で亡

② Outreach【アウトリーチ・出張活動】

くなった例やカリフォルニア州ロングビー

③ Debriefing【グループ・ディブリーフィング】

チで 150 人の女性が一斉に失明した例（ヒ

④ Education【教育・啓発活動】

ステリー症状の一種か）などがある。

・ バークレー消防局での C.I.S.D. の取り組み
①バークレー市の取り組みは一つの成功例で
ある。その背景には SF の（特にバークレー
の開放的進歩的な）文化的風土があり、普段
から肩ひじ張らずに行政・消防・警察などが
地域ぐるみでまとまっている環境がある。
② 1985 年から本格的に消防局が実施を開始し、
1 － 2 年後に警察でも始まった。それまで
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④アジア系の人々は「恥」とうメンタリティが
根強く、精神的なケアへの拒否反応がある
ため、アプローチは容易ではない。
⑤カウンセリングと共にアジア系の移民・難民
については宗教的バックグラウンドを持ち、
「宗教」による「癒し（Healing）」も大きなテー
マである。

災害と惨事ストレス、支援者のケアの必要性

この R.A.M.S. での経験は、日本においても定住

したことだ。兵庫県警は以前より兵庫県臨床心理士

難民や移住労働者、更には外国籍市民など、マイノ

会の協力を得て、警察官対象のカウンセリング研修

リティとして生きる人々が災害時に直面するであ

を導入し始めたことがきっかけだった。少年課の担

ろう諸問題を理解し、ケアとサポートの在り方を考

当者は犯罪の取り締まりのみならず、ハイリスクの

える機会となった。

家庭や少年少女に予防的に介入し、保護する役割も
あるため、そのような取り組みが導入されたのであ

SF 研修からの帰国後、自分たちの学びや気づき

る。パネルディスカッションでは、災害のみならず

を地域でシェアしていくことを目的として、参加

青少年の非行や薬物依存のことなどにも話が及び、

メンバーがコアとなる「神戸 YMCA・大阪 YMCA

興味深いものとなった。

ヒューマンサービスプロジェクト」というタスク
チームが発足した。メンバーは個々の活動に加え、

3-2. 第 2 回「ストレスケアのバリエーション」

C.I.S.D. に関する啓発ビデオの制作やシリーズ「こ

障がい者・在日外国人・高齢者・アルコール依存

ころのワークショップ」の企画開催を進めていっ

症者にとって災害がもたらす影響とケアの在り方

た。C.I.S.D. の啓発ビデオは、地元神戸新聞＜復興・

について考えた。

検証＞のコラムで「災害救助者のストレス癒せ～

「社会的弱者」と称される人々は「災害弱者」で

（教材）ビデオで（ストレス）対処法紹介」と題し

もある、とされる。日常生活で様々な困難を抱えて

た記事（神戸新聞 1997.5.17）で、警察・消防や教

生きる人々にとって突然の災害は更なる苦難を強

師の惨事ストレスの実態と共に紹介された。

いられる。特に在日・滞日外国人にとっては「少数

次に、シリーズ「こころのワークショップ」
（1997）
についてその概要を述べたい。

者」として生きる現実の中で、差別・偏見を含め社
会生活そのものがストレス要因となる。当時、神戸
という外国籍市民が多く住む国際港湾都市ですら、

３．シリーズ「こころのワークショップ」
（各回 2 日間ｘ 3 回）
標記の連続ワークショップは、自然災害に留まら

災害に関する「一次情報」は日本語のみで、多言語
の情報はなかった。日本語の読み書きができない
人々（オールドカマーであれ、ニューカマーであれ）

ず、日常の災害（孤立・孤独や虐待、青少年の非行

は「情報の蚊帳の外」に置かれ、公園に張ったブルー

の問題に至るまで）とトラウマについても理解を深

シートに避難しながら、結果的に排除されていたに

め、「ケア」の意味や実践について、地域レベルで

等しい状況だった。

広めることが狙いだった。

SF 研修で「災害の後の最も大切な三つの T」の

講師陣は、幅広い分野で実践する専門家によって

ことを教えてくださった高齢者専門の精神科医で

構成され、内容も講義・ケーススタディ・ワーク

ある Dr. Ken Passamaneck は、「障がい者・高齢者に

ショップ・分団協議・パネルディスカッションなど、

とっては、毎日が災害である」ことも示された。障

多彩であった。

がい者や高齢者など要支援者が抱える現実。私たち
はセッションを通して、日常・非日常を問わず、
「ケ

3-1. 第 1 回「超ストレスと子ども・家庭・地域・学校」

ア」以前に、まず当事者の側に立ってその目線で考

子どもや保護者・家族のストレスの理解とケアに

え、痛みや困難の理解に努めることや人権への配慮

ついて、家庭や地域、学校などそれぞれのレベルで

の大事さなどを学んだ。

考えた。
災害によってトラウマに満ちた体験をしても、子

3-3. 第 3 回「援助者自身の心のケア」

どもたちは大人のようにその内面を語る言葉や表

警察官・消防隊員・行政職員・医療従事者や災害

現力を十分に持たない。セッションでは、子ども

救援ボランティアなど、日ごろから危機介入に携わ

たちを取り巻く大人、保護者がそのことを十分理

る人たち自身の惨事ストレスの実態とケアの重要

解するための実践事例が紹介された。ユニークだっ

性について考えた。

たのは、パネルディスカッションで、児童精神科医・

第 3 回企画の開催にあたっては、事前に警察や消

臨床心理士などに並んで県警少年課の職員が登壇

防、行政などの理解を得ることに時間を割いた。し
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かし、当時は「援助者自身のケア」の必要性に対す

が遭遇することである。それは人間を極限の孤立無

る意識はないに等しい状態だった。ストレスの強い

援感と恐怖とに直面させ、破局反応を引き起こさせ

状況下で活動した警察官、トラウマからの回復経験

る」（ハーマン 1996: 47）と語っている。

を生きる消防隊員、他地域から応援に駆け付けたス
タッフがストレス障害を起こしたケースの治療に

ここでこのトラウマ体験によって起こる、ストレ

あたった心療内科医、住民への対応と共に過労と板

ス反応について確認しておきたい。ストレス障害

挟みに悩んだ行政職員、限界を超えて「頑張り過ぎ

は、大きく分けて 2 種類、急性ストレス症状（ASD

る」災害救援ボランティアなどの具体的な事例は、

＝ Acute Stress Disorder）と ASD が 4 週間以上続く
PTSD とがある。
具体的な症状例は下記の通りである。

「悲痛な叫び」だった。
神戸新聞は大きく紙面を割いて、取材記事「災
害救助者の心のケアを～急がれるストレス対処法

・身体的反応：不眠、頭痛、アレルギー反応、心

の確立」（神戸新聞 1997.5．17）を通して、教師

臓のどきどき、消化器系疾患、食

の PTSD や警察・消防関係者にフォーカスを当て、

欲低下など

「二次被災者にさせない。現状を把握し予防措置を」

・行動的反応：人間関係トラブル、家庭内暴力、

と訴えて下さった。紙面では本間玲子先生のインタ

引きこもり、アルコール・薬物依

ビュー記事が「話す機会をつくることが大切。組織

存、職場でのトラブルなど

内でケアの専門家養成を」というタイトルで紹介さ
れた。しかし、残念ながら、そうした取り組みは、
十分に地域に根付くに至らなかった。
私たちは、このワークショップの企画を通して、

・思考的反応：集中困難、判断力低下、混乱、記
憶喪失など
・感情的反応：恐怖、不安、抑うつ感情、怒り、
イライラ感など

自然災害（Natural Disaster）と日常の災害／危機的
状況（Critical Incident）という「非日常」をつなげ

次に、災害後の 4 つのステージについて述べたい。

て考えること、そしてトラウマの問題を幅広くかつ

災害の後は、
「英雄期」
「ハネムーン期」
「幻滅期」
「回

深く掘り下げてとらえることの重要性を再認識した。

復（再建）期」という 4 つのステージがあると言わ
れる。私の体験を交えて少し説明をさせて頂きたい。

４．トラウマ、災害によるストレス反応、
災害の 4 つのステージ、日常の災害と
トラウマについて
まず最初に、トラウマ（心的外傷）とは、

「英雄期」－阪神・淡路大震災の発生後 15 ～ 30
分以内に、家屋や建物などに生き埋めになった人が
約 28,000 人、「そのうちの約 7,000 人はプロフェッ

「人間はいつもさまざまなストレッサー（ストレ

ショナルの手によって救助され、他 21,000 人（全

スを与える源）に囲まれて暮らしている。・・・ゴ

体の 3/4）は一般人即ち隣近所の人々によって助け

ムのボールはストレッサーによって圧迫される。

出された」との調査統計がある。災害直後、皆が「英

ボールはそれに反発して元に戻ろうとする。・・・

雄」のように動いたのである。

先の尖った楔でもっと強くボールを圧迫したらど

「ハネムーン期」－発生後、数週間から半年位の

うなるだろうか。ある点を超えると、ボールは跳ね

間、被災者同士が助け合い、支援者たちが支え、コ

返す力を失って、ボールの表面に傷がつく。大きな

ミュニティは「ハネムーン」のように協力しあう

傷がつくと、場合によってはボールが破壊されるこ

共同体の意識が生まれた。困ったときはお互い様、

ともある。・・・トラウマとは、個人の対処能力を

被災地は優しい言葉や気遣い、温かい空気に包まれ

超えるような大きな打撃を受けたときにできる精

た。しかし「ハネムーン」にはいつか終わりが来る。

神的な傷のことである」（小西 1996: 24-25）

「幻滅期」－発生後半年から 1 年ほど経過した後、
被災地ではそれぞれの日常において生きるエネル

ハーバード大学医学部准教授（当時）ジュディス・

ギーが「限りなくゼロ」に近づき、コミュニティ

ハーマンは、「外傷的な事件は生命を脅かし、身体

の “ うつ ” のような状態が始まった。多くの人々が

の統一性を脅かす。それは暴力と死とに直接に個人

心身ともに疲れ果て、生きる意味すら見いだせなく
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なっていった。「頑張れ」という言葉に傷つき、重

心理支援の専門家の専門領域を超えた協力が必要

苦しい空気は、個人にも、家庭にも、地域にも心理

だった。クライエント自身だけではなく、周囲の

的な影響を与え、人々は切に「元気」と「癒し」を

人々、即ち配偶者や子どもたちへの DV や虐待によ

求めた。

るトラウマの問題においても、そうした専門家との

今でも忘れられないのは、仮設住宅のお年寄りか

協働が欠かせなかった。

ら「支えられる、というのも辛いことなんや」と呟
かれたことだ。人々を支える側としてある種の高揚

少し横道にそれるが、第 1 回 SF 研修（1997）直

感を抱いていた私にとって、「支えること」がその

後、奇しくも大阪府堺市では「O － 157 災害」が起

方の自立を妨げ、生きるプライドを奪うことにつな

きた。メンバーの一人である倉石哲也氏（当時：大

がることに気付いたとき、申し訳ない気持ちで一杯

阪府立大学准教授／現武庫川女子大学准教授）は、

になった。「出口の見えない絶望のトンネルを一人

研修での学びを即生かし、学校現場を襲った大腸菌

ぼっちで歩き続ける感覚」を持つ人々に私たちにで

O － 157 災害に関わり、教員・生徒・保護者のケア

きることは何だろうか？自問自答の日々が続いた。

に取り組んだ。見過ごされがちな学校職員（栄養士

無力感にさいなまれつつも、傍らに居続けることし

や給食担当者など）へのケアの問題も注目する必要

かできなかった。

があった。

「回復（再建）期」－やがて数年たち、少しずつ

SF の研修から約 9 か月後の 1997 年 3 月（第 3 節

微かな希望の光が差し始め、徐々に目に見える「再

で述べた第 1 回こころのワークショップの 2 日目）、

建期」に移っていった。しかし、「心の復興」は時

今度は神戸で衝撃的な「神戸市児童連続殺傷事件

間がかかる。復興・再建は一様ではなく、まだら模

（いわゆる神戸 A 少年事件）」が平和なニュータウ

様である。新たな人生を歩む人がいる一方、「忘れ

ンで起こった。SF 研修に参加した一人である私は

去られ、取り残される」人々もいる。被災者にとっ

事件現場の自治会長（当時）として、同じく SF 研

ての耐え難いことは自らが「過去」になってしまう

修参加者の一人だった井出浩氏は神戸市児童相談

ことだ。そこに孤立が生まれる。行きつ戻りつ、の

所精神科医（当時、現関西学院大学教授）として、

再建期が持続していくのである。

そして SF 研修コーディネーターであった本間玲子
先生は、奇遇にも神戸大学医学部保健学科客員研究

災害発生後、被災者は避難所に緊急避難し、その

員（当時）として 1 年間神戸に滞在されていて、そ

後仮設住宅へ、そして復興住宅へと居住空間は移っ

れぞれの立場であの痛ましい事件に関わることに

た。被災者は度々の生活環境の変化を余儀なくさ

なっていった。

れ、特に高齢者の方々にとっては、「変化」そのも

私は多くのマスコミ関係者から、「これは震災の

のが大変なストレス要因となった。災害直後、当面

ストレスの結果ですか？」と何度も尋ねられた。皆

の最優先課題は「衣食住」、だが、時間の経過に伴っ

があの悲劇的な少年事件に「理由」を求めた。こう

て「医職住」（一番ケ瀬康子氏、当時東洋大学社会

して私は「報道災害」という二次災害とストレスの

学部教授）へと変化する。人々にとっての共通課題

渦中にあって、自然災害とトラウマの問題から犯罪

は、
「住」。単なる箱ものとしての家、ではなく、居

とトラウマの問題にも巻き込まれていった。被害者

場所であった。それは「生きる根拠」だった。

のケアという問題において、SF 研修のメンバーの

震災は、個人・家庭・地域そして社会の潜在的
な問題を浮き彫りにしていった。「関係性の破壊」、

経験やネットワークが、まさに導かれるが如く生か
されていった。

それは憂慮すべき事態だった。ストレス障害やアル

私は、突然コミュニティを襲った犯罪という名の

コール・薬物依存の問題が顕在化し、孤立・孤独

災害 ―「隣人との死別」体験を契機に、個人的に

死、DV（家庭内暴力）や虐待、自殺企図につなが

犯罪被害者や遺族のトラウマやそのケアにも関わ

る深刻なケースも見過ごすことができなくなって

ることになった。神戸 A 少年事件は、私に小西聖

いった。アルコール・薬物依存という「コントロー

子先生（武蔵野大学教授・犯罪被害者学）というト

ル障害」への対処や回復へのプログラムは、内科医・

ラウマのケアの第一人者との出会いを与えた。本間

精神科医・看護師・臨床心理士など、医療従事者や

先生同様に、小西先生にどれほどまでに教えられ励
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まされたことか。当時小西先生は東京医科歯科大学

「惨事ストレス」
（2003 年 5 月 21 日放映）や LA ノー

難治疾患研究所被害者相談室にいらっしゃった。小

スリッジ大地震（1994 年 1 月 17 日）の際、精神科

西先生は阪神・淡路大震災を機に、大阪 YWCA 心

救急看護師だったデビッド・ロモ氏のハンドブック

のケアプロジェクトをベースに被災者のトラウマ

「災害と心のケア」（ロモ 1995）などをテキストと

ケアに力を尽くされていた。そしてそれは、その後

して支援者のストレスとケアの必要性をお話し続

同 YWCA の被害者相談室（現：被災者支援アドボ

けている（ロモ氏は、「癒しのためには Spirituality

カシーセンター）へとつながっていった。

が大事である」と、神戸 YMCA 主催のワークショッ

小西先生の「被害者は時計を 2 つ持ちます。そ
の時その瞬間で止まった時計と今を刻む時計です。

プで語っていたことが印象に残っている）。
NHK クローズアップ現代の特集は、新宿歌舞伎

それは互いにぶつかり合うのです」との言葉が深く

町の火災事故（2001）、大阪・池田小学校児童連続

心に残っている。阪神・淡路大震災でいえば、1995

殺傷事件（2001）、神奈川県足柄の玄倉川水難事故

年 1 月 17 日、午前 5 時 46 分でフリーズ（瞬間冷凍）

（1999）や NY の WTC へのテロ（2001）などを事

したままの時計と 2011 年の今日、今を刻む時計で

例として取り上げている。日本では、社会的な認知

ある。「トラウマについての話を聞く者は無力感と

度は高くはないものの、多発する災害・事件・事

自責感を感じます。話を聞くことによって聞く側も

故などを契機に消防や警察など危機介入従事者の

傷つきます」（小西 1996: 196）という言葉も心に刻

惨事ストレスに関する組織内部での対策や専門機

まれている。

関による研究などが少しずつ進んではいる。また日
本トラウマティック・ストレス学会（略称 JSTSS：

私は 1999 年から、SF でのトラウマケアスタディ

Japanese Society for Traumatic Stress Studies）も 2002

ツアー（正式には、「子ども・家庭・コミュニティ

年に発足した。災害のたびに注目されることはあ

のトラウマケアにおける米国 SF の取り組みを学ぶ

る意味では悲しい出来事ではあるが、そうした地

ツ ア ー」 － 計 3 回 ／ 1999、2000、2001） を、 第 1

道な働きが世の知るところとなっていくことを祈

回 SF 研修（1996）のコアメンバーと共に企画した。

りたい。

本間玲子先生には、その都度コーディネーターと
してご尽力を頂いた。トラウマケアスタディツアー
は、主に子どもの教育・福祉・心理支援に関わる専
門家や大学院生、NGO のスタッフなどを対象とし
て、児童虐待とそのトラウマケアに関する米国の取

５．１．１７以降、国内外の緊急支援に
関わって

1999 年以降の私の災害支援の現場との関わりに

ついて、ざっと振り返ってみたい。

り組みを学ぶことが目的だった。それは児童虐待
の問題への関わりを学ぶと同時に、「援助者自身の

5-1. 海外での緊急支援について

ケア」も「もう一つの目的」であった。子どもや

私は、1999 年のトルコ大地震・台湾大地震を皮

家庭と関わる最前線で、燃え尽きる寸前にいる人々

切りに、インド西部大地震（2001）・ベトナム・メ

へのエンパワメントと癒しへの一助となれば、と考

コン川洪水（2001）
・エルサルバドル大地震（2001）
・

えたのである。これは虐待という長期にわたる不適

アフガニスタン難民支援（2002）・インド洋大津波

切な人間関係や暴力、何世代にもわたる「負の連鎖」

スマトラ沖地震（2004）
・インドネシア大地震（2006）

を「災害」とみたて、トラウマをケアする人たちの

などの支援現場に関わることとなった。地元神戸

ケアを重視した、という意味において「支援者のス

の NGO 災害支援ネットワーク／ NGOs KOBE（現

トレスケア」につながるものであった。

CODE= 海外災害援助市民センター）のメンバーと
して、2002 年以降は横浜 YMCA に所属しながら

蛇足ながら、私はこの 10 年間、東京消防庁主催
の災害時支援ボランティアコーディネーター講座

YMCA 全国協力のため、海外での支援活動のサポー
トやモニタリングの役割を担った。

で「災害とストレス」の講義を担当させて頂いて

９．１１に関しては、10 か月後に NY を訪れて諸

いる。自らの１．１７や国内外での支援の体験を分

団体のインタビューを行った。特に WTC に程近い

かち合うと共に、NHK クローズアップ現代：特集

China town YMCA では、同ＹＭＣＡの幼稚園や学

34

ボランティア学研究

Vol.12

災害と惨事ストレス、支援者のケアの必要性

校の園児・生徒が WTC から飛び降りる人たちを目

線のスタッフへのケアは残念ながら薄い。挫折が待

撃し、教師共々、目撃による PTSD に苦しんだこ

ち受け、孤立感が深まっていく。

とを伺った。他にも日米カウンセリングセンター

不測の事態が起こっても、その保障は十分とは言

や JASSI ＝ Japanese American Social Service, Inc.、

えず、当事者ばかりでなくその家族はサポートを受

YMCA of Greater New York なども訪れたことを追記

けにくい現状がある。「個人の意思、自己責任なの

しておきたい。

だから」と。
大手損保会社が救援者の惨事ストレスと PTSD の

5-2. 国内の災害支援の現場について

問題に関心を示し、保険の新商品開発の相談があっ

国内では、有珠山噴火災害（2000）・新潟中越地

たので、お話をする機会があった。しかし実現に

震（2004）の支援現場に YMCA 全国協力の調整役

は至らなかった。原因と結果の関係性を示す事実

として携わることとなった。被災地で痛感したこ

の特定が極めて難しかったからかもしれない（推

と、それは「地元を知ること、地元の人々の暮らし

測だが）。

や文化の理解に努めること、地元の人々に敬意を
払い、心を尽くすこと」だった。言うまでもない
が、被災地ではそれとは裏腹のことがいかに多かっ

６．３．１１－ JOCS（日本キリスト教海外
医療協力会）の取り組みについて

たか。一部ではあるが、駆けつけたボランティアの

時計の針を 2011 年 3 月に進めよう。被災地を初

無理解や高飛車な態度は、ケアどころか時に被災者

めて訪れた際、この世のものとは思えぬ言葉を失う

を傷つけることがあったし、
「ボランティアの功罪」

ばかりの情景がそこにあった。目の前にあるのは

について深く考えさせられた。

映像ではない実像だった。あのインドネシア大津波

一つとして、同じ災害はなかった。災害はそれぞ
れ固有個別だった。しかし一方「共通項」もあった。

スマトラ沖大地震の被災地スリランカと情景が重
なった。

子ども、女性、高齢者、障がい者、少数民族とい

ちなみに今私が所属する JOCS は、阪神・淡路

う社会的に弱い立場に置かれている人たちが最も

大震災の時、災害発生後から 3 月末までは西宮市

多くの影響を受け、苦しむという事実だ。Global か

体育館の避難所での巡回診療などの活動を行っ

つ Local、そして Borderless な共通課題である。そ

た。JOCS は母団体である日本キリスト者医科連盟

して海外でも災害発生から 1 年前後あたりは、一つ

(JCMA）とも関係の深い大阪の淀川キリスト教病院

の節目として DV や自殺・孤独死などの問題が深刻

の強力なサポートを受け、医師たちは検死作業など

化していく、という状況があった。繰り返すが、被

にも協力した。

災者を取り巻く問題の多様化・複雑化と同時に進行

JOCS は、３．１１の後、仙台 JOCS の仲間たちと

する援助者のメンタルヘルスは、顧みられることは

日本基督教団東北教区センターに連絡を取り、仙台

あまりなく、「一部の問題」に過ぎなかった。

市荒浜地区の避難所での巡回診療活動を開始した。
JOCS のネパール派遣ワーカーである楢戸健次郎医

国際協力 NGO スタッフは、開発援助や災害支援・

師（家庭医）がリーダーだった。仙台の避難所へ外

紛争解決や平和構築など、多様な現場に直接・間接

部からの医療支援体制が整い始めたため、よりニー

関わる立場にある。解決困難な問題、葛藤やリスク

ズの高い地域で、とのことで 3 月下旬からは岩手県・

にも直面することが少なくない。目前の惨状とピン

釜石地区へ移った。釜石では 4 つの避難所での巡回

と張りつめた日常、災害や紛争のフィールドでは、

診療や教会前のテントを利用して「街角保健室」の

トラブルに巻き込まれ、被害者となるばかりか結果

活動を行い、それらの支援活動は 5 月末まで続いた。

的に「加害者」となってしまうこともあり得る。

6 月以降は、地元釜石のカトリック教会（カリタス

仲間が誘拐されたり、自分の命が脅かされるケー

釜石）の支援活動に協力する形で、カウンセラー

スもある。仕事上の軋轢や時に起こりうるコミュニ

の派遣や定期的な看護チームの派遣（仮設住宅や孤

ケーションの断絶も少なくない。言語・文化・食生

立集落の在宅被災者の方々の訪問ケア）を続けてい

活・暮らし・社会情勢・宗教なども異なり、その板

る。このことについては後程述べたい。

挟みで厳しいストレスにさらされる。しかし、最前
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今や災害時のみならず、PTSD、トラウマ、心の
ケアといった言葉は市民権を得ている。しかし実

から集まった。
主な内容は以下のとおりである。

際にはその取り組みは大変難しい。時には拒否反
応も起こりうる。３．１１で特徴的なことと言えば、

＜講義及びワークショップ＞ 講義のタイトルのみ

実に多くの国際協力団体が国内の災害支援に動き、

・災害後の心のケアについて

また各宗教団体も支援に全力を挙げていることだ。

・対人援助と身体的アプローチ（Somatic Approach）、

宗教者・団体にとって苦難にある人々の「癒し」
「救

Art Therapy、Play Therapy

済」はミッションだからだ。しかしそれは容易では

・個人・コミュニティをエンパワする援助 ― 多種

ない。皆どのようにすべきか悩んでいる。

専門職・組織・団体との協働

もともと東北三県は日本の医療過疎地である。岩
手県は秋田県同様に自殺死亡率が高い地域であるとも

＜団体訪問（主なもの）＞

伺った。そのため、３．１１の頃は地元の宗教関係者

1) SF 消防局：

（仏教系の寺院もキリスト教系の教会も）は傾聴ボラ

・ C.I.S.D. については第 1 回 SF 研修の項でも説

ンティアの研修などを通して、自殺予防のためのつな

明済みだが、SF 消防局での 2011 年時点での実

がりができつつあったという。被災者は生活の手段が

践事例を学んだ。9.11 以降、ディブリーフィン

断たれ、明日を絶たれ、かけがえのないものすべてを

グ（Debriefing）については問題も指摘されて

失った。
「ケアの重要性」は理解している。しかし、
「外

いるが、現場の消防隊員は常時ストレスフルな

部者」からは地元特有の地縁血縁社会に根づく言葉・

状況下で危険にさらされていることへの対策

文化や精神性など対するアプローチは難しい。そのジ

として組織的に進められている。
・ Debriefing は消防隊員のみならず、家族や影響

レンマは深い。
そうした時に、第 1 回 SF「災害とメンタルヘル

を受けやすい周囲の人々へのケアを視野に入

ス」研修（1997）の機会を提供してくれた日系人団

れて行う必要がある。PTSD の結果、アルコー

体 JCCCNC がまた、救いの手を差し伸べてくれた。

ルや薬物の依存、家庭内暴力、離婚や自殺につ

第 2 回 SF 研修をスポンサーする、という提案だっ

ながるケースもあるからである。

た。今回も研修コーディネーターは、
本間玲子先生で、

・ WCPR (West Coast Post-Trauma Retreat)―WCPR

既に SF では日米ケアプロジェクトという精神保健

は、全世界で唯一、トラウマからの回復のた

分野の専門家のネットワークが日本の支援に立ち上

め の リ ト リ ー ト（6 日 間 ） を 行 う NPO で あ

がっており、研修に対し全面協力をして下さること

る。PTSD からのサバイバーである消防隊員で

も知った。大江は研修の団長（事務局：日本 YMCA

WCPR の理事をしている方から自らの体験と

同盟）を拝命し、全国各地のメンバー計 12 名と共に、

WCPR の取り組みについて学んだ。
2) SF Suicide Prevention：

参加した。

・ 講義内容：自殺企図の特徴、自殺からのサバイ

７．第 2 回災害とメンタルヘルスに関する
研修（米国サンフランシスコ、2011 年
9 月）
標記の研修概要とハイライトを研修レポートか
らご紹介したい（大江 2011a）。
本間先生曰く、「SF ではもう “Mental Heath” とは
言わず、“Behavior Health” と呼んでいる」と伺った。
そのことをまず押さえておきたい。

バーの特徴、危機介入者（電話相談員）のスト
レスとその影響、予防的な対策
・ 1962 年に全米で初めて開設された自殺予防セ
ンターであり、24 時間 365 日電話を受け付け
ている。自殺企図への対応、電話による危機介
入や相談を受ける側のストレスケアなどにつ
いてお話を伺うことができた。
・ プログラムも Crisis Line、Drug Line、TTY Line

今回は、第 1 回 SF 研修とは異なり、復興支援に

（聴覚障がい者のためのライン）、スペイン語

従事する NGO スタッフや支援コーディネーター、

ライン、HIV Night Line、Online Chat and Email

学校教員、牧師、大学病院看護師、ボランティアに

Counseling、Community Training、Youth Risk

携わる学生などバラエティに富むメンバーが全国

Reduction、Grief Program など多様である。
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3) SF Child Abuse & Prevention Center and TALK Line：
・ 虐待予防・対応からファミリーサポートまで
幅広いプログラム（Parent Drop-In、Children’s
Playroom、24 時間の TALK Line、Respite Care、
Counseling & Therapy、Child Safety Awareness、

どである。
・ 高齢者のための心のケア、自殺予防やグリーフ
ケアなどの取り組みを学んだ。
8) Galileo High School Wellness Center：
・ 学校におけるメンタルヘルス、学校における危

Child Abuse Council）を展開する NPO である。

機介入チームの活動、トラウマと介入、精神保

・ 保護者と子どもたちへの危機介入とケアにつ

健分野での留意事項につい同校に関わる外部

いて様々な実践事例を伺った。

専門家のお話を伺った。

4) SF/SPCA（Society for the Prevention of Cruelty to
Animal）：
・ ペットを亡くした人のグリーフケアを行って

以下に、このたびの SF 研修を通して最も印象に
残った 3 つの事柄を記したい。

いるセラピストに、ご自分の体験と共に事例を
伺った。このたびの大震災でも同様のケースが
みられる。
・ 人であれ、ペットであれ、愛情を注いだかけが
えのない大切なものとの死別・喪失体験は深い

第 1 －「Resource（資源）」である。ケアに必要な
リソースは内外にあり、それを見出し生かすこ
と。自分も大切なリソースの一つである、という
ことを再認識させられた。

悲しみと痛みを伴う。福島のケースでは放射能

第 2 －「異常な状況で起きる異常な反応は、
『正常』

汚染の影響で、生活の糧である家畜を自らの手

である」ということである。これは第 1 回 SF 研

で「処分」をという非情な経験をされ、更には

修でも強調されたが、使命感を持ち訓練を受けた

風評被害に苦しむというその痛みに共感する

スタッフであったとしても、ストレス障害に苛ま

思いだった。

されることは、
「異常」ではなく「自然なことであ
る」
。だがそうした考え方は残念ながら日本では十

＜その他の訪問先＞

分に浸透していない。自分自身の限界を超え、
「頑

5) Center for Independent Living：

張り過ぎてしまう」ために、深まる孤立感をケア

・ 障がい者の自立支援を行っているセンターで、
その取り組みを学んだ。主なプログラムは、

しなければならない。仲間が大切なのだ。
第 3 －「自分と自分を取り巻く人を大切にする」、
「ケ

Blind Services、Client Assistance Program、Deaf

アする人をケアする」、そして「日常的な悲惨な

& Deaf ／ Blind Services、Employment Services、

出来事（虐待なども含め）とそのトラウマへのケ

Independent Living Skills、Peer Support、Personal

ア」を考えるということである。危機介入従事者

Assistance Service などである。

やケア提供者など、「支える側の人を支える」こ

6) Larkin Street Youth Services：
・ 家族からも社会からも見捨てられ、様々な問題
を抱えながら路上でリスクのある生活を送る

とが大事である。これはすべてのセッションで強
調された。「支援者は二次被災者となりうる」の
である。

青少年を対象に、彼らの自立のために活動する
ユースサービス団体を訪れ、青少年のケアにつ
いてお話を伺った。
・ こ の 団 体 は、Mental Health & Substance Abuse
Services、HIV Prevention、雇用・職業訓練など

第 2 回 SF 研修の成果は参加メンバー一人ひとり
の今後の活動に委ねられ、現場での成果が問われて
いく。まずは「支援者のケア」に関する理解者を増
やすことから始めたい。

の多様なプログラムに加えて、アウトリーチ活
動も行っている。
7) Institute on Aging：
・ 高齢者のための様々なサービスを提供する団

８．再び、３．１１―被災地を訪れて
これまで数回被災地を訪れた。現地の様子を少
し、大江の出張レポートから紹介したい。

体である。主なプログラムは Care Coordination、
Counseling & Healing、Elder Abuse Prevention な

・ 岩手県の沿岸部は壊滅的なダメージを受けて
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おり、地域によっては地震・津波に加えて火災

に立ちあう医師のお話も伺った。名前が特定でき

の被害が重なった。海岸から５キロ近くの高台

ず、『番号』となった遺体の確認。過酷な現場だ。

の麓まで津波が届いた地域もあった。手つかず

亡くなられた方々の火葬の前に弔いの式を執り行

の瓦礫の山状態のエリアも多く、想像を絶する

う宗教者のことも聞いた。様々な形の被災者支援

無惨な光景に言葉を失った。

があること、命の深さと広さと尊さを学んだのだっ

・ 仙台市荒浜地区は、津波によって見渡す限り一

た」（同上）。

面ですべてが洗い流され、リアス式海岸の沿岸
部を襲った津波被害とは様子が異なるが、甚大
な被害の凄まじさに息を飲んだ。
・ 被災された方々、被災は免れたものの心に傷

私は被災地を時折訪れるに過ぎない。被災地では
いつまでも歪んだ光景、瓦礫・ゴミ・魚などの腐
敗臭、夏場には大量発生した蝿にも悩まされなが

を負っておられる方々、生き残った故の罪責

ら、悲しみの物語は「日常の風景」として今も続く。

感 (Survivor’s Guilt)、支援に携わっておられる

被災者に寄り添う援助者はその痛みに潰れそうな

方々、それぞれの体験を伺う機会があった。そ

日々が続く。

の傷跡の深さに心深く痛んだ。
・ JOCS は新生釜石教会の前の赤テントで「街角

JOCS 看護チームの第 1 回訪問ケア活動（仮設住

保健室」を開いている。行き交う人たちが立ち

宅や孤立集落の在宅被災者のため）を行った 8 月は、

寄り、お茶を飲みながら話をし、ついでに健康

避難所は閉鎖され、仮設住宅・在宅へ、あるいは地

の相談も受ける、そんなオープンカフェ＆クリ

元を離れるというそれぞれの「次のステージ」への

ニックである。あるご婦人が「家は基礎から跡

移行期だった。仮設への入居によって、プライバ

形もなく洗い流された。夫も連れ去られたが、

シー空間を得て落ち着かれた方、避難所での人間関

先日見つかった」と。それを聞いていた同じく

係を失い孤立感を深めた方、二極化する現状があっ

被災者の若者が「見つかっただけ良かったね。

た。看護チームは、避難所から仮設への入居あるい

うちはまだ家族が 2 人行方不明のままです」と。

はご自宅へ戻られた方々の消息把握にことのほか

さりげなく交わされるとても重い言葉。私たち

苦労をした。「個人情報保護法」が立ちはだかった。

はただ聴くばかりだった。

仮設住宅では、表札に名前がなく、扉を閉じていれ

・ たかだか 1 週間ほどの被災地視察ではあった
が、見・聞き・嗅ぎ・触れたことの整理がつかず、

ば「見えない厚い壁」として外との関係が遮断され
てしまう。

心も体も鉛の重さで支配された。しかし、被災

看護チームは、市内ばかりでなく孤立集落の仮設

地で過酷な日々を過ごされている方々のこと

にも訪れた。孤立集落の自宅や仮設への入居者は、

を思うと、居たたまれず、祈るしかなかった。

医療・生活面でも大変不便不自由な生活を強いられ

（大江 2011b）

ている。訪問ケア活動の際、避難所時代から親しく
して頂いた被災者の「自死」に遭遇した。一同ショッ

もう一つ、現地でのエピソードを紹介したい。

クを受け言葉を失った。死別・喪失体験をした人自
身のケア、家族やその周囲にいる人のケア、
「ケア

「・・・瓦礫撤去で見つかった残留品・遺品の展
示を見る機会があった。一つひとつに暮らしのぬく

する人のケア」など、やはりここでも「ケア」が必
要とされていることを痛感した。

もりがあり、何かを語りかけているようだった。
『生
きたかった』と。展示受付のノートには、
『写真 1 枚・
位牌一つ・生徒手帳 1 冊・確定申告書類』、などの

９．最後に
「PTSD ＝心的外傷後ストレス障害」は、16 年前

拾得物が記帳されていた。生徒手帳 1 冊・・・、『あ

の阪神・淡路大震災でクローズアップされた。それ

るはずだった』明日、続くはずだった日々。一瞬に

以前は日本の社会ではもちろん、精神保健・心理支

して断ち切られてしまったのだ。

援の専門家の間であっても、それは「新しい」概念

釜石で出会った僧侶は、瓦礫と化した仏壇の『魂

であった。そうした状況にありながら、１．１７以

を抜き』、解体する作業をしていた。犠牲者の検死

後、日本の統合失調症・治療法研究の第一人者であ
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る中井久夫先生（神戸大学名誉教授）をトップとす

数回答で津波や余震への不安や不眠、絶望を感じた

る神戸大学医学部精神科のチームは、トラウマとそ

り、涙が止まらなくなるなどの症状を訴えた隊員も

のサポートに目覚ましい働きをした。その証の一つ

1 － 3 割いた。一方、こうした症状が全くなかった

が「兵庫県こころのケアセンター」である。同セン

隊員は、1 割にとどまった。

ターは日本初の災害とトラウマを扱う専門機関と

日常生活にも影響がある心的外傷後ストレス障

なり、4 で触れた日本トラウマティック・ストレス

害（PTSD）の可能性が高い隊員も 5％いた。派遣

学会の事務局を担っている。その働きに敬意を表

時期や回数に関わらず、『死傷者がいるところで長

し、さらなる取り組みの進化を期待している。

時間作業した』
『強い臭気がした』
『余震がひどかっ
た』など、活動した現場が過酷だった人ほど症状が

ここで 2 つの新聞記事をご紹介したい。

重かったという。」

9-1.「
『心の傷』ケア 支援続く」
（日経 2011.9.10）

この記事に説明は不要であろう。第 2 回 SF 研修

「米同時多発テロから 10 年を迎える米国では、生

では、二次被災者とも言える救援者へのストレス対

存者や遺族に対する地域や非営利団体の支援が続

策は当事者のみならず、家族や周囲の人々へのケ

いている。関係者の心的外傷後ストレス障害（PTSD）

アとサポートであることを学んだ。そして、“Mental

の発症率はテロ発生から 5 年以上を経て増加した。

Health” から “Behavior Health” への意識転換をも学

テロから 10 年を経ても癒えることのない『心の傷』

んだ。私たちは、“ 精神衛生 ” から “ 行動（全体）

が、米国社会の長期的な課題となっている。

の衛生 ” という視点を持ちたい。被災者も支援者も

・・・テロ直後から心的外傷（トラウマ）対策に

その実存を揺るがすほど傷ついたとき、
「つながり」

取り組んできたニューヨーク市は PTSD の啓蒙活動

が 絶 た れ て し ま う。 個 の 回 復 は、“Family Mental

を強化している。

Health” 更には “Community Mental Health” の問題で

・・・米国医師会報によると、生存者や救助隊、
目撃者ら同時テロ関係者に占める PTSD 発症率は、

あると認識し、つながり・関係性の回復とを合わせ
て捉えたい。

テロ発生から 2 年後の 03 － 04 年調査で 14％だっ

「 心 的 外 傷 体 験 の 核 心 は 孤 立（Isolation） と 無

たのが、06 － 07 年調査では 19％に上昇した。低所

援（Helpless） で あ る。 回 復 体 験 の 核 心 は 有 力 化

得者が PTSD になる割合は高所得者の 8 倍も高いこ

（Empowerment）と再結合（Reconnection）である」

とも分かってきた。時間を経て発症する例が多いの

（ハーマン 1996: 309）。

は、通常規模の災害とは異なる現象という。」

傷ついた魂に寄り添うという行為、それは私たち
が目指す「共生」への第 1 歩に他ならない。その源

9-2.「震災救助の消防士
（朝日

9 割『惨事ストレス』」

2011.10.16）

は人と人とのつながり、支えあうコミュニティの力
なのだ。

「東日本大震災の現場で救助活動をした消防隊員
の 9 割に悲惨な現場で活動した後に眠れなくなった
り、絶望感や無力感を感じる『惨事ストレス』の症

最後に、災害とトラウマに関わる 3 人の指導者の
言葉をもってこのレポートを終えたい。

状がでていたりしたことが名城大学などの調査で
わかった。過酷な現場だったことが浮き彫りになる
結果で職場での対策が求められる。
調査は岩手、宮城、福島の 3 県を除く全国各地か

「身体の傷は 8 か月すれば瘢痕形成がいちおう完
成するが、心の傷は 40 年たっても血を流すのです」
（中井 1999: 147）。

ら緊急消防救助隊として 5 月下旬までに派遣された

「外傷的な過去との和解を達成した後の生存者に

約 28,000 人の消防隊員のうち 800 人を対象に実施。

は未来を創造するという課題が待ち構えている」

有効回答率は 66.8％だった。
活動時の精神状態として『被災者や遺族に強く同
情した』（42％）が最も多く、
「もっと役にたてない

（ハーマン 1996: 308）。
「ともにいることは、援助の最初の一歩であり、
最後の砦である」（小西 1996: 255）。

のかと自責の念にかられた」が 40％。他にも、複
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「外傷性記憶はことばを持たない凍りついた記憶

中井久夫． 1999．シンポジウムの終わりに．こころのケ

である」
（ハーマン 1996: 93）
。辛さと悲しみに満ち

アセンター編．災害とトラウマ．みすず書房．147-

た記憶は消せない。しかしいつかその記憶を乗り越

149．

える日が来ると信じたい。
「共に生きる」― 泣くも

小西聖子．1996．犯罪被害者の心の傷．白水社．

のと共に泣き、喜ぶものと共に喜ぶ ― ことを通して。

2011a．第 2 回 SF 災害とメンタルヘルス研修レポー
大江浩．
ト．JOCS．
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Necessity of Mental Health Care for the Caregivers at Disaster Relief
Hiroshi Oe
(Japan Overseas Christian Medical Cooperative Service)
This is a field report which focused on the issues of traumatic stress experienced by emergency workers and volunteers at
disaster relief works. Mental health care should not be limited only among disaster survivors, but should also be extended
among caregivers. This is since they may have been traumatized and may further suffer from “burn-out syndrome” after
being with people in grief. It could be said that the recognition and the program for such care is not enough in Japan.
Experiences in the Great Hanshin-Awaji Earthquake and other disasters, as well as the Great East Japan Earthquake will
be presented. It would be important to share such experiences, some of the realities of the disaster relief and lessons learnt
from the mental health intensive training in San Francisco, USA in 1995 and 2011 along with the valuable perspectives of
mental health professionals.
Keywords: Great East Japan Earthquake, Great Hanshin-Awaji Earthquake, Traumatic stress, Burn-out syndrome,
Mental health care
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【公開シンポジウム】
人びととボランティアの力

人びととボランティアの力
－望ましい未来を創るために－
ミリアム・ウェレ（ケニア・ウジマ財団理事長、第 1 回野口英世アフリカ賞受賞者）
2011 年 2 月 20 日
第 12 回国際ボランティア学会大会 公開シンポジウム
（文教大学湘南キャンパス）
［はじめに］
本日は国際ボランティア学会公開シンポジウムにお招きいただき有り難うございます。内海成治教授のケ
ニアでのこれまでの調査や活動についてお聞きしておりましたし、昨年は内海教授と桑名恵博士をはじめと
する日本の方々がナイロビのウジマ財団オフィスを訪問していただき、大変光栄でした（図 1）。この折に、
今回のシンポジウムの話しをお聞きし、楽しみにしておりました。この訪問の際には、私たちの活動の一つ
の拠点であるキベラ・スラムにもご一緒し、交流を深めてきました（図 2）。
WHEN IN KENYA PROF. UTSUMI’S GROUP VISITED
KIBERA SLUMS

Prof. Utsumi and Dr. Megumi with other visiting Japanese at UZIMA
Foundation Offices
The African on the back row is Ms Adelina M. Kinaro. The two
Africans in the front row are Fred M. Were of UZIMA Foundation and
Mama Miriam
図１

ウジマ財団訪問（中央が講演者）

［ウジマ財団の活動］

Prof. Utsumi, Dr. Megumi and other visiting Japanese starting their
visit to the Kibera slums

図２

キベラ・スラム見学

私たちはこういうところから子ども、若者を変えて

下水道が流れ出したゴミ溜めのところで、子ども

います。生活スタイル、あるいは生活に対する価値

が食べ物を探しています（図 3）
。スラムではよく

観というものを変えると、彼らはこれまでの習慣を

見る光景です。昨日、キナロ（ウジマ財団スタッフ）

変えるようになります。よく人から 17 年間も何を

が発表しましたけれども、こういうところで私たち

やっているの、と聞かれますが、私がやろうとして

は活動しています。左側はスラムのものですが、右

いるのは、左側にいるような人びとを右側のように

側は同じような子どもたちですが、学校へ行ってい

変えることです。そして私が考えている将来は、こ

ます。左側のような環境にある子どもを右側のよう

のような人たちに自分たちの将来をより良いもの

な生活にするのは、そんなに大変ではありません。

にしてもらうことです。
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私たちがこれは勘弁、こういう将来は嫌だ、と思

こにもあります（図 6）。ささいなことで暴力沙汰

う未来は、例えばこれです（図 4）。女性たちが薪

になり、そしてそれが家庭であろうと社会であろう

を担いでいます。このような重労働をいまだに強い

と世界であろうとこういう風になっていく。果ては

られています。これは環境破壊にもつながります。

このような悲惨な戦争に至ります。

もうひとつ、右側の写真ですが、こういう状況は絶

それからもうひとつ（図 7）。この左側の写真は

対好ましくないと思っています。しかし、このまま

アメリカの写真ですが、これもよくないと思いま

行くとこのような将来が到来する可能性がありま

す。肥満ですね。それから右側はバングラディシュ

す。なんとかしなければいけないわけですが、残念

です。私たちが求めるのは健康で栄養失調などの問

ながらこのような現実があります。

題がなく、そしてみんなが平和に暮らせるような未

私が嫌だと思う将来は、子どもたちがこのような

来です。そこで将来を考えた時に、生活が恵まれて

学校へ行くことです（図 5）。学校には 120 人もの

いるような将来を描いた時に、私たちはボランティ

生徒がいますが、教師は 1 人というのが現状です。

アがその鍵を握っていると思います。ボランティア

これをなんとか変えて、違う未来を創りたいと思っ

の人たちが一番先にどういう風に変えたらいいか、

ています。私がこういう未来は嫌だと思うのは、こ

どうやって変えて行こうか、ということを考えて気

Healthy School going children
Children foraging for food in UZIMA Works with at the SPORTS
garbage near an open sewer in FOR PEACE in December, 2008
Kibera
organised by Youths of UZIMA
Foundation & JICA Young Volunteers

2. THE FUTURE WE DON’T WANT!

Source: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Children_and_open_sewer_in_
Kibera.jpg

図３

Source: UZIMA Foundation

2.1

POVERTY & MALNUTRITION

Source: http://totallyfemale.wordpress.com/

http://www.miafarrow.org/images/

African women burdened with firewood galleries/eastern_chad/pages/70_
acute_malnutrition_koukou_camp_
for cooking and at the same time jpg.htm
destroying the environment
A famine stricken African
Child being examined by a
health worker
図４

スラムで不就学の子どもと小学校へ通う児童

女性の重労働と子どもの栄養失調

2.2 POOR SCHOOLING FACILITIES &CROWDED CLASSROOMS
Obingo Primary School, Nyanza Students in a classroom at the Lokichoggio
Kenya
Mixed Primary School

http://travel.mongabay.com/kenya/images/
kenya_elf_0221.html
http://picasaweb.google.com/lh/
photo/lhJn6XxkF1Ccv0-gw7xmtQ

図５
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PETTY FIGHTS & WARS

h tt p : / / w w w.t h e a g e . c o m . a u /
news/t e n n i s / a - b l i g h t - o n - a u s t r a l
ia/2007/01/16/1168709717953.html

図６

http://www1.american.edu/bgriff/
Hist387F2000/CWSYL.htm

些細な暴力と戦争
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付く人ではないかと思います。

［コミュニティとの関わり］

みなさんも思い出されるかもしれませんが、先

例えば、政府に対して、あるいは政府の中に入っ

週、エジプトで起こった大衆行動です（図 8）。大

て活動しているボランティアの人たちもいます。私

衆が集まった写真ですけれど、私たちがボランティ

は一概に政府に対して働きかけたり提案したり、政

アを考えるときには、単に人が集まるような状態で

府の一部として活動することは、悪いとは思っては

はなく、むしろ小規模、個人的、あるいは小さな集

いません。私の経験では、例えば政府の人と一緒に

団で活動を行います。それこそがボランティアだと

働いた時に、その担当官がどこかに異動しプロジェ

私は思います。ですので、私が思うボランティアの

クトが消えてしまう、ボランティアの活動がなく

活動というのは、一人とか数人とかと言ったグルー

なってしまう、というようなことが起きます。それ

プで集まって、そして何かのプロジェクトに関わる

とは対照的に長続きする、持続可能とするために

と言うことです。そしてその目的は、やはりその人

は、まずコミュニティの人びとと一緒に働く、コ

たちあるいは周りの人たちの生活を改善するとい

ミュニティに入って行って働くことが重要です。そ

うことです。

して、その人びとが希望を持てない苦境の中で、希
望、そして勇気を与えると言う形で彼らが自分たち
の生活を変えようと言うような気にさせる、そうい

2.4

THE FUTURE WE WANT DOES NOT HAVE EXTREMES IN
NUTRITION IN THE SAME WORLD!
Adults in poor health & Nutrition in
Bangladesh

Obesity in the West

う風にするとボランティアの活動は長続きします。

［奴隷貿易と植民地主義］
例えば、良くアフリカについて言われるのは、貧
しいでしょう、みんな怠けものでしょう、なんてい
うことです。でも私が言うのは、アフリカだって言
いたいことがあります。アフリカは非常に過酷な歴
史を経て成り立ちました。歴史を紐解いてみると、
アフリカは 10 年とか 100 年とかじゃなく、500 年

http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2010/
3519/
http://www.theepochtimes.com/
n2/content/view/46570/

図７

肥満と貧栄養

3.VOLUNTEERISM DIFFERS FROM MASS ACTION
An example of mass action is what we have seen happening in Egypt.
It is intensive and involves hundreds of thousand or even millions of
people gathered in one place making ONE demand. –

もの間の奴隷貿易の被害を受けたのです。つまり、
若い男女であろうが誰であろうが、連れ去られて
しまった。故郷から連れて行かれて、そして他の国
のために、様々な過酷な労働につかざるをえなかっ
た、とうことです。500 年も続いたということを忘
れないでください。その後の 100 年間は、今度は
植民地支配でした。すべてがアフリカを破壊してし
まったと言っても過言ではないと思います。
私が少女時代に学校で踊ったら罰を受けました。
アフリカのドラム、太鼓がありますね。それを叩い
てダンスをするというのは処罰の対象になったの
です。学校参観日では、スコッチダンスをするん
です。ですからスコットランドのダンスとか、そ
ういうアフリカのものではないダンスはやれたん
ですけが、肝心のアフリカのダンスはほとんど踊る
機会がありませんでした。ということで、我々のア
フリカの伝統というものは、もう完全に破壊され

Tahrir Square at dusk on Tuesday 8th Feb 2011.

(Mohammed Abed/Getty Images)
http://voices.washingtonpost.com/blog-post/2011/02/egypt_protests_major_protests.html

図８

エジプトでの大衆行動

たと言っていいと思います。600 年、500 年プラス
100 年の 600 年の間、そういう風になってしまった
んです。それで私たちは愚かであるという風に言わ
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れて、それを行った人たちは私たちをまた征服す

6.2

る側に回った。要は侮辱する側に回ったわけです。

A JICA Volunteer and a Youth from UZIMA wait for
the ball in a football game

ですから、長い間そういう状況に置かれ、それが
代々伝わっていくと、無力化がどんどん継承され
ていき、そういう人たちの頭の中にイニシアティ
ブをとって何かをしようなんてことは、脳裏に描
けなくなってしまいます。
いろんな人と話をしますが、今のことを何もやっ
ていないことの言い訳にはしないつもりです。私が
これを申し上げたのは、言い訳のつもりではなくて、
説明をして、これから私が課題だと申し上げること
を皆さんにより良く理解していただくためです。

［ボランティア活動と日本政府］
子どもたちが座っているとそれを見て「ああよ

図９

6.3

サッカーをする日本のボランティアとウジマ財団の若者

Ambassador H. E Iwatani and Mama Miriam provide
supplies to UZIMA youth in the presence of JICA Volunteers

かった」、子どもたちは少なくとも学校に来て、こ
こにいると言う風に思っただけでちょっとホッと
します。ですので、日本政府がボランティア活動に
関わってくださることは非常に嬉しく思っていま
す。もうひとつ日本政府が声高に国連で言っていた
だいて、国際ボランティア年というのが宣言されま
した。これに対しても非常に感謝するところです。
それから、先ほどの国際ボランティア年は 2001
年に宣言されたものですが、皆さまたくさん来てい
ただきますが、中村安秀先生や内海先生にもケニア
へ来て頂きました。そして、無償で JICA の青年海

図 10

岩谷大使による記念品贈呈

外協力隊の方々もたくさん来てくださいます。その
他にも自分たちでお金を払って私どものところに
ボランティアに来てくれています。

さいます。この方たちは農作業のボランティアを

ケニアでは選挙後の 2007 年から 08 年にかけて暴

して下さっています（図 11）。この写真は、女性た

動が起きて大変な状況になりました。その中で皆さ

ちがボランティアとして集まり、資金作りのために

んにお伝えしたいのは、実はウジマ財団では青年

ファッション・ショーを行っています（同）。これ

海外協力隊の人たちが来て下さって、一緒にスポー

が年間の活動費に充てられるわけです。

ツイベントを開催しました。やったのはサッカーで

ここにある写真はデモをしているというか、みん

すが、それが出来たことを非常に嬉しく思います。

なで歩いているところですけれども、こういうスタ

何しろそういう暴動の後でしたから。男の子だけで

イルでボランティアをするというのは、実はケニア

なく、女の子もスカートをはいてサッカーをしてい

では非常にポピュラーです（図 12）。ただし、これ

ます（図 9）。ここに日本の方がいらっしゃるのは

はお金がかかります。マイクを持っている方が、通

駐ケニア岩谷日本国大使です（図 10）。私たちが

訳に相当しますが、癌の緩和ケアのＰＲ活動をしよ

スポーツイベントをやるといったら色々な物をプ

うということでお金を払って下さって、それで我々

レゼントしていただき、歓迎して下さいました。

は活動に参加しました。なので、ケニアではこうい
う風に活動をする、ボランティアでも歩いて参加

［さまざまなボランティア活動］
いろいろな方がケニアにボランティアに来て下
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をすると申し上げたかですが、不可能と思われたこ

い直す。そして開発のペースをミレニアム開発目標

とを可能に出来る、それがボランティアの力だから

のゴールを達成できるように考えて行く。その時に

です。

ボランティアの役割が大きいということについて、
知らない方たちに分かって、理解していただくとい

［国際ボランティア年］

うことです。

2001 年が国際ボランティアの年になったことを

3 つ目はアドボカシーを継続していくために政策

非常によかったと思っています。ちょうど今年が

提言ができるような枠組みとか具体例を皆さんに

10 周年に当たりますが、2001 年に考えられた 4 つ

示していくことです。この 3 つ目のアドボカシーに

の活動の柱についてもう一度見直す時期だと思っ

関しては、非常に大事な点だという風に考えていま

ています。

す。お金を払えば誰でもやるわけですが、お金を払

4 つの柱と申し上げた第 1 は、ボランティアが世
界の平和、それから社会、開発というキーワードで
大いに貢献しているということを皆さんに周知を
する、それが最初の柱です。
それから 2 つ目。ミレニアム開発目標の達成がで

われなくてもやるところが政府を動かし、そして社
会を変えることができるのだと思うからです。
4 つ目は民間、公的セクターそして市民社会によ
るセクターを巻き込んで、ボランティアの中での風
通しを良くし、そして外の団体との交流を深めると

きるように、それ以降のこともちゃんと考えた上

ころで協働できるように、そのように持っていく、

で、開発とか、それから開発のあり方をもう一回問

支援をしていく、ということです。リンクをつくる
というのは非常に大事なことで、これがひとつのア

6.4 Other Volunteer activities in Kenya

フリカの国からアフリカ全土に伝わり、そしてそれ
が世界へ広がる。それが大事だと思っています。

a) Women volunteering to do farm
work for an elderly lady
b) City women volunteers
meeting to make their annual
work plan

［世界人権宣言］
よく人からどうやったらいいか、どういうことな
の、というお尋ねを頂きますが、私は大事なのは、
1945 年に宣言された国連憲章だと考えます。その
国連憲章の後に、それをフォローアップする形で
出来たのが世界人権宣言です。これをもとにして
私たちは一緒に活動していきたいと考えています。
まず、アフリカなどの開発途上国の力だけではでき

図 11

ケニアにおけるさまざまなボランティア活動

ません。それを先進国の人の力と一緒にすること、
結集することによってアフリカや開発途上国が出
来なかったことを行い、社会をもっといい方向に動

c) Volunteers in support of a fundraising walk fro palliative care in
Kenya

かせると考えています。
例えば、この世界人権宣言の中を見てみると、人

i) The National coordinator giving
directions to volunteers

権に関して健康、それから自由、そういう色々な事
について謳われています。それを見て活動すること
ii) Volunteers on the move

によって、私たちは活動のいわゆる根幹っていう
か、真髄って言うか、核としてこれから活動に活か
せると思います。ボランティアの来る出身地がその
国であろうと、別の国であろうと、アフリカだろう
とどこであろうと、そういうことではなく、とにか
く一緒にやっていくこと、そしてその国なら国、世
界なら世界をレベルアップするということが目的

図 12

募金の活動のため行進するボランティア

なのだと思います。
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例えば、ひとつの例をあげますと、ケニアの有名
なワンダイ・マータイさん（ノーベル平和賞受賞者）
、

に思います。
例えばその専門家の方がいらっしゃるときに、

「もったいない」の方ですね。多大な功績を残され

でもやはり専門知識があっても仲間としてチーム

ておられて、環境の保全ということを訴えておられ

ワークをやってくださる方でないと困ります。そし

ます。彼女が訴えているのは、アフリカのグリーン

てその方がチームワークをきっちり守ってくださ

ベルト、緑を残す、破壊させない、ということです。

れば、そのあとに専門的な知識が我々の方に残りま
す。アフリカの国は非常に悲惨な状況があるという

［野口英世アフリカ賞受賞］

中で、来て頂けるのであれば、見るからに楽しそう

私が野口英世アフリカ賞を受賞して、その後、国

にやってくださる方がいいと思います。あまりにも

内外から色々な団体が来て下さいました。そして、

私たちを見て、かわいそうね、大変そうね、なんて

地球を守ることが大事だと言っておられました。川

言われてしまうよりは、もう楽しいよ、楽しいよ、

を見ると底が見えるかどうかが非常に大事だとい

という楽しさを全身で私たちに伝えてくれる人が

うこと。それは面白かったし、すごいと思ったのは

いいと思います。

私たちの川は底が見えないからです。わかったの

それからボランティアの活動と言うのは、開発が

は、川と言うのは底が見えるくらい綺麗にしない

遅れているところのボランティアの人たちも大事に

といけない、ということを学びました。

しないといけないと思っています。というのは、同

昨年、私が来日した時には、大阪にウジマ財団か

じ状況にいるから困難さがわかりあえるから、それ

ら青年を連れて参りました。去年連れてきた青年が

をシェア出来るだけでも困っている人たちにとって

ケニアに帰っていつも日本について言う二つのこ

は嬉しいからです。例えば、子どもたちだったら、

とがあります。川もすごくきれいだけれど、その周

その子どもたちが 1 人ではなく一緒にいて、そして

りも綺麗になっていること。もう一つは、彼が泊っ

育っていくというのは非常にいいことだと思いま

ていたホテル、すぐ部屋の横に信号があり、信号が

す。10 代の若者と言うのは、非常にやんちゃだっ

青になるまで人がちゃんと待っていて、赤の時は渡

たりわけがわからなかったり、と言うことがありま

らないということです。というのは、なぜ私たちに

す。そういう人たちには、例えばもう自分たちは子

対して日本人がこんなに優しいのかは、お互いを思

育てをしました、と言う経験のある方がボランティ

いやる国民性だからじゃないかって。実はそれは私

アに来てくれると、非常にいいと思います。場合に

が求める今後の世界なのです。お互いにお互いのこ

よって、官僚的で、お金の話しをすぐする人たちが

とを思いやるということです。

いるかもしれませんけれども、お金じゃなくって来
る。そうではなくボランティアがしたいと思って来

［期待されるボランティア像］

てくれる方、すごく嬉しいです。私たちが欲しい、

ではみなさんは聞くと思います。どのようなボラ

望む将来というのは、公正（フェア）であるという

ンティアの人たちが今後私たちに必要かというこ

こと。ボランティアの皆さんに期待することは世界

とです。それはですね、例えば相手を見た時にお金

がフェアになるように支援してくれることです。

を持っているか持っていないか、そういう貧富の
差に関わらず、相手を尊重してくれる人でしょう。
そういう人を求めています。日本はそういうことは

［私たちの望む未来］
世界のどこでも大人も子どもも、食糧とか、シェ

ないと思いますけれど、国によっては、初めて来て、

ルター、それから健康とか教育などの社会的なニー

大きな顔をして見下したような態度で、私たちを見

ズを満たせるような基本的なサービスが受けるよ

て御覧、というようにやる人もいます。そういうよ

うな、社会が支援するのが当たり前というような社

うなのはご勘弁です。ですので、日本人の方が示さ

会環境のもとで家族が暮らせるように、そういう風

れる尊敬の念に対して非常に高く評価をします。そ

に出来たらいいなと思います。これが私が望む将来

ういう人たちと共に協働できることに嬉しく思い

です。子どもは親の背中を見て育つわけですから、

ます。もちろんある専門分野に秀でた方が来られる

その親が非常に苦しんでいる姿や大変なところを

ときは、とてもそれは非常に私たちにとっては有益

見ると言うのは決して子どもにとって良いとは言
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えません。私は将来の子どもたちはやはり幸せに

アの方にお手伝いいただきたいのですが、そのツー

育ってほしいと思っています。そしてしかるべき必

ルとして、ＭＣＨハンドブックを利用して知識を皆

要なケア、あるいは世話をしてもらえると言う環境

さんにわかってもらう。地域の人たちにまずどうい

で子どもが大きくなってほしいと願っています。

うことなのか、子どもを育てるのはどういうことな

私たちが望む将来というのは、すべての人がエン

のかしっかり理解していただけます。

パワーされている、つまり権利意識があって権利を
誓えるという状況を考えています。人間の安全保障
と言う考え方もそうですが、すべての人たちがその

［人びととボランティの力］
私たちが夢見て、頭に思い描く将来というのは、

恩恵に浴すること、私が夢に見る、そういう未来と

思いやりというのが誰の心にでも明かりを灯す、そ

言うのは、まず持続可能な生活ができる、そして環

ういう未来のことです。誰でも力（パワー）があっ

境も守るということ、そういう将来を望みます。そ

て、権利を行使し、そして世界がとても素晴らし

して老いも若きも、特に若い方たちですけれども、

いものになるようにそれを活用できるという、そ

やはりエンパワーされていて、しかるべきニーズを

ういう将来です。ボランティアがいなければそれ

満たされていて、社会に貢献できる、そういうチャ

はできないと私は考えます。でも、もしボランティ

ンスが誰にも与えられているような社会になって

アの方たちが活動してくれたなら、私はそういう

くれたらいいな、と思っています。そして、みんな

将来が来るような気がします。例えば、ボランティ

が愛されている、自分も愛するし愛されているとい

アの人たちは、その国で活動することもできます。

うことが感じられる社会が私の夢です。

他の国の人と一緒に働く、そういうボランティアの
人たちもいるでしょう。

［母子手帳］

ということで、実は夢は叶い、もうここで出来

それがアフリカにも母子手帳が欲しいと思った

上がっているのではないか、というふうに皆さんを

きっかけにもなります。なぜかというと母子手帳

見て思います。なぜこんなに私が幸せなのか。ここ

があれば、お父さんとお母さんが一緒にそれを持っ

にもう未来像が、私の未来がここに見えるからです。

て子どものことに気持ちが行くからです。そこには

私は実は、どんなことを話そうかと思ってここに臨

色々な情報が入っています。例えば医療ケアだと

みました。でも、ここで「あ、ここに未来がある」
、

か、子どもが生まれてしまったらもう忘れてしまう

未来のことを語ろうとして「もうここに未来がある」

わけですね。その記録は何も残らない。母子手帳が

と言うことに今気がつきました。ですので、本当に

あれば、その子が生まれてから健康で栄養状態もよ

その意味でも、それを発見する意味でも、ここにお

く、育てる環境も整っていて、その子が健康に育っ

招きいただき光栄でした。ありがとうございました。

ていってくれたら、その子が他の人たちをも健康
に、そして幸せにできると思うからです。

＜質疑応答＞

それから実は中村先生や板東さん、カルビンさん、
JICA の方たちの参加も得て、昨年ケニアでＭＣ

司会：ウェレ先生どうもありがとうございました。

Ｈハンドブック（母子健康手帳）についてワーク

ここに未来があると、素晴らしい、元気づけられる

ショップを開催しました。先ほどもご紹介があった

ような結論で、我々とても嬉しかったです。それで

ように、来年ケニアでＭＣＨハンドブックの国際

ですね、今のご講演について、特に講演内容について、

会議が開かれることになりました。私が望むのは、

こういうことを補足しておきたい、ということはあ

他の国、アフリカの国たちの代表がそこに来てく

りますでしょうか。失礼ですが、みなさんＭＣＨハ

れれば、ＭＣＨハンドブックについて学び、そして

ンドブックをご存知でしょうか。中村先生、一言い

その有用性について気がついてくれるからです。だ

ただけますか。今世界中で展開中と聞いています。

から来年はとても楽しみです。ちょうどタイミング
良く、私たちはコミュニティの健康問題、保健問題

中村：すみません。今ウェレさんのお話にあった、

と言うことにチャレンジしようと思っているとこ

母子手帳についてちょっと補足説明させて頂きま

ろです。そうなるとともかくたくさんのボランティ

す。日本の母子手帳、母子健康手帳は 1948 年（昭
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和 23 年）に始まりました。それまで、日本は戦争

近はなんか生きているか死んでいるか分からない

中に妊産婦手帳と言うのはありましたが、戦後間

状況があるんですが、ケニアでは戸籍と言うものを

もない時、栄養失調の子ども、そして食料の配給、

どういう風に考えて、実現してらっしゃるのかとい

いろんなことが子どものために必要でした。そのと

うのを教えて頂きたいと思います。

きに母子手帳と言う一冊の本が生まれました。その
手帳は妊娠中、出産の記録、そして子どもの成長、

司会：ありがとうございます。

予防接種、体重の記録、こういうのが載った一冊
の手帳でした。実はこう言う手帳を持っているの

ウェレ：ありがとうございます。実は現在始まろう

は日本が初めてでした。アメリカにはありません。

としているところとお考えいただいて宜しいかと

イギリスにもありません。フランスは手帳がありま

思いますが、例えばこれはお子さんが生まれた時

したが、お母さんの手帳、子どもの手帳と分かれて

の登録だけではなく、死亡者の登録も始めようと

います。戦後、日本でいろんな国でそういう手帳が、

しておりますが、なかなか全体としてやっている

途上国で母と子どもの健康のことに関心が集まる

ということにはなっておりません。この傾向、つ

中で、途上国の人から日本の母子手帳と言うのは素

まりこういう登録をしようというのは、アフリカ

晴らしい、そのアイデアを学びたいと言う声が出て

の他の国でもやろうとしています。出産した子ど

きました。1994 年に、私たちがインドネシアに初

もの登録がなかなかできないかという理由は、例え

めて母子手帳のインドネシア版と言うのをインド

ば子どもが病院で産まれるケースが非常に少なく、

ネシアの方と一緒に作りました。2010 年にインド

自宅で母親が独りで産んでお産の後の処理をする

ネシアでは、全国の子どもたちは母子手帳を持つべ

とか、隣のおばちゃんが手伝ってくれるとか、そう

きである、という保健大臣令が出ました。これはイ

いうことが多いので、みんながどこでだれが産まれ

ンドネシアの母子手帳です。表紙はピンク、そし

たかとかを知らない状態があります。これは死亡し

て中は日本の母子手帳とはずいぶん違ってカラー

た場合にも同じことが言えます。今のＭＣＨハンド

ページが多く、とてもカラフルな手帳です。この手

ブック、母子手帳があれば当然そこで周産期のケア

帳は今インドネシアのすべての州、すべての県で配

についても記録が残りますし、ケアに注意が向きま

布されています。そのような形で今はベトナム、パ

す。このようにして改善できるのではないかと思い

レスチナ、ラオス、世界 20 数カ国で日本の母子手

ます。今のところは人口調査、あるいはそういうこ

帳にヒントを得て、自分たちの国の母子手帳を作っ

とに関しては国勢調査を待たなければならない、と

ている国が増えてきています。アフリカでもきっと

いうことです。

こういう形で広まったらいいなと思っています。
司会：はい、ありがとうございました。それではお
司会：どうもありがとうございました。それでは早

願いします。

速フロアディスカッションの方に行きたいと思う
のですが、こういうことについて質問してみたい、

フロア：非常にエンカレジングなスピーチありがと

あるいは、それ以上にもっと期待するのは自分がボ

うございました。私は 85 歳です。日本も戦争に負

ランティアに取り組んでいてウェレさんと同じよ

けた時には本当にお腹がすいて、何も食べるものな

うな気持ちを共有しているというようなですね、そ

くて大変でした。そういう時代が 50 年前ぐらいま

ういったコメントをぜひフロアからお願いしたい

でありました。日本はそれから自分で食糧を作らな

と思います。どうぞご遠慮なく手をあげて下さい。

ければならない、そしてアジアの緑の革命というも
のを共に開きまして、米を生産しました。そしてそ

フ ロ ア： お 茶 の 水 女 子 大 学 の 藤 枝 と 申 し ま す。

れを今度はアフリカへ。アフリカは米だけではあり

ちょっと見方によっては大変失礼な事を伺うこと

ません。米もひとつですけれども、トウモロコシと

になるかと思うんですが、母子手帳に至る前、私は

か野菜、果実とか、それから畜産物、水産物、そう

そういうものが出来る前に産まれてしまったんで

いうものを含めた七色の虹、緑の革命だけでなくて

すが、日本は戸籍というのを非常に厳密に、まあ最

七色の虹と言うものをアフリカにつくることを一
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緒にやりましょう、と JICA を始め日本の NGO と

が、国外を出たのは初めてではなく、アフリカの近

力を合わせてアフリカの虹色の革命を一生懸命手を

郊の国にウジマ財団から派遣されてボランティア

組んでやろうとしております。アフリカ日本協議会

活動に行きました。それ以外は出たことがないので

という NGO で、私も理事をやっていました。目標

今回初めて彼女は来られました。また、別の国で

としてアフリカの 23 ヶ国が共同してやろうと思っ

育ってリーダーになった、と言う方たちもいます。

ています。こういうことをどんどん進めて、そして

例えば私の場合には、ケニアで医師になりました

日本の昔のことを繰り返さないように、もっともっ

が、公衆衛生という学問がケニアになかったので外

と素晴らしい世界をボランティアの力でやっていき

へ出て他の国で公衆衛生を学びました。そしてまた

たい、こういうふうに願っています。一緒にこのこ

すぐにケニアに戻って活動をしたんです。ですがそ

とを進めて行きたいと思っております。

ういうパターンの人もいれば、そうではなくて若い
人たち、リナのような人たちがどんどん育っていっ

司会：ありがとうございました。ウェレさん何かコ

てそしてリーダーになる、このような場合もあり

メントはありますでしょうか。

ます。ボランティアの方たちが育って活動すると
きに、小さなボランティアの組織があちこちにあっ

ウェレ：同じくらいの年なのでお兄さんと呼ばせて

ても形にならないし、事を起こせないですね。です

頂きます。わが兄弟よ、どうもありがとうござい

ので、それが大きくなってまとまってある程度の社

ます。実はですねいろいろな問題を抱えていると、

会を動かせるくらいの目立つくらいの規模になる

やる気になかなかなれないという状況があります。

ことが大事と言うことで、クリティカル・パスとい

病気が蔓延していて貧しいわけで、生きて行くのも

うことを仰っておられます。

大変な時に元気を出してと言われてもなかなか出
ないという人たちに、例えば今仰って下さったこ

リナ：私はウジマ財団に勤めています。そして私は

と、お兄さん、今度アフリカに来る時は先に私に教

まずボランティアの活動を第一世代として始めま

えて下さい。その元気なところを、でもその前に戦

した。そしてピア・エデュケーター、つまり仲間と

争があって今ちょうど仰った大変な時期を乗り越

して他の方を教育する、あるいはカウンセリングす

えて今に至ったということを声を大にしてみんな

る立場になりました。私の対象は主に高校生ですけ

に言ってください。そうじゃないとみんな想像もで

れども、何をやっているかと申しますと、アドボカ

きないし、みんなに元気をあげて情報をあげて下さ

シーとか平和に関する問題を扱う時に出向きます。

い。お願いいたします。

商学部を出ましたので財務・会計の知識があるもの
ですから、そちらのほうも担当しております。私は

司会：ありがとうございました。それでは続いていく

アフリカ以外に出てきたのは今度で初めてですけ

つか。何人かの方々の手が挙がっているようですが。

れども、やはり私のように出るチャンスがあったも
のが外の世界を見て、そして外の方たちとこれから

フロア：どうもありがとうございました。質問はで

協働していくというのも私たちのヤング・リーダー

すね、どういう人たちが若い人の中でリーダーに

に必要だと考えています。

なっているのか、ということです。例えばウェレ博
士のような方たちなのか、あるいは海外から来て

司会：ありがとうございます。次は、内海先生お願

教育をケニアで受けて、そしてコミュニティにい

いします。

て、そういう方たちが外から来てリーダーになるの
か、それともその国に育ったケニアの人たちがリー

内海：ウェレ先生ありがとうございました。私は専

ダーになっていっているのでしょうか。

門が教育学の方ですから、教育のことについてお
聞きしたいと思います。今 65 歳で、四捨五入する

ウェレ：まず結論から申し上げますと両方です。例

とたぶんウェレ先生と同じ年じゃないかなと思い

えば、ケニアで育ってきたリーダーというのは例え

ます。私の姉がちょうどウェレ先生と同じ年です。

ば代表例がリナです。彼女は先ほど発表しました

私の頃の大学に進学すると言うのは、男もなかなか

ボランティア学研究

Vol.12

51

ミリアム・ウェレ

進学するパーセンテージが少なくて、女の人の場合

ことがあって、なかなか外との関係、社会的な関係

にはなかなか大学に行くという状況ではありませ

を築きにくいというようなそういうところもある

んでした。そういう中で皆さん苦労したわけですけ

ように見受けます。それが今の現実ということでお

れども、今のケニアの状況の中で女性が大学教育を

伝えいたします。それから歴史的なことがすごく関

受けるというのは、日本よりもっと大変だった時代

係をしております。アフリカの場合には、例えば奴

ではないかと思います。私たち、ケニアやその他の

隷制度があったときにも、奴隷貿易があったときに

国で教育の調査していますが、特に女の子が進学す

も、それから植民地の時にも、まず男が連れて行

るには、その子の能力だけではとても進学できなく

かれてしまうわけですね。そうすると男の子を守

て、その子を支える周りの方たちの熱意とか愛とか

らなければいけないということになって、どうし

そういったものがとても大切だと私は今思ってい

ても男性がいなくなってしまう。男性がいなくなっ

ます。ウェレ先生が中等教育、高等教育に進まれる

てしまうと子孫を残せないから村が潰れてしまう

時には、どのような困難、またそれをどう乗り越え

と言うことにもなるので、男の子を守らなくてはな

られたのか、そしてウェレ先生を支えるどういうよ

らない、ということが精神的に働くということで

うな人たちがいたのか教えて頂ければ幸いです。

す。それからもうひとつ。やはり伝統的に家族の傍
にいるのは女の子、娘たち、ということもあります。

ウェレ：随分前なので忘れてしまいました。思い出

ということでそれがアフリカの歴史的な状況の中

してみます。ようやく思い出しましたが、まず私

で他と比べてユニークなところかなと思います。た

の場合は非常に恵まれていたのは両親です。両親

だし私の考えは、男の子も女の子もどっちをエンパ

がいたからと言っても過言ではないかと思います。

ワーするとかしないではなく、両方ともエンパワー

両親がどうして私たちを、例えば男の子と女の子、

して両方とも学校へ行って教育を受けるべきだ、と

子どもを息子と娘と差別せずに学校にやってくれ

いうのが私の考え方です。

たかといくと、クエーカーという友好的な教会の
グループがありまして、そこが私たちの地域に入っ

司会：ありがとうございました。今お話になった男

てきたんですね。私の両親は我が国では初めてク

のエンパワメントって問題について、ちょっとす

リスチャンになった人たちにあたります。産まれた

いません余談なんですけど、私はアフリカにも行っ

のが 1900 年の前、1892 年、その頃に産まれた両親

てますし、インドにも行っています。どこでも男性、

なので学校にやるなんてまず頭に浮かばない時代

特に村の男性のアルコホリズムって言うんでしょ

でした。ところが私たちはきょうだいでそろって学

うか、すごい深刻な問題なんですね。女性たちが

校に行くことができました。その後、寮に入るんで

立ち上がって男に酒を飲ませないようにするとか、

すけれども、私たち女の子が入っていた寮はそこの

いろんなことやっています。なぜかと言うと稼ぎ

寮の先生方が私たちにとってのロールモデル、本当

を全部飲んでしまうんですね。そこでシステムを考

に理想的な人で、その人たちが頑張っておられる

えている女性、日本のシステムが非常にいいじゃな

姿を見て、そして私もがんばって勉強しようと思っ

いかと。つまり大部分の家庭で奥さんが経済的な実

て中等学校にも行きました。次に現在どうなってい

権を持って、家庭内の財務省になっているわけです

るかということをお伝えしようと思います。それは

よね。そうすることによって、子どもの教育とか保

例えば 30 年くらい前からどうも男の子は教育せね

健とか、健康とかにちゃんとお金が行くようになっ

ばという古い考え方があって、男の子がエンパワー

ている。これは素晴らしいシステムじゃないかと言

されすぎているというのがあり、男の子と女の子

うことです。でも逆に言うと男性にやはりビヘイビ

だと行けない方の女の子の方が学校に行きたがる、

アに問題があるし、今すごいヒントですけれど男性

積極的に行きたいと思っている、と言うような状況

の方が社会化されてないというか、その問題点があ

があります。例えば女の子は行かない、行けないと

るんじゃないかと思いました。ちょっとその辺につ

いうようなこともありますけれども、どうもそれか

いてウェレさん、どのようにお考えなのか聞いてみ

らもうひとつ、男が外に出ないで家にいるというよ

たいんですが。

うな、家にいてどんどん仕事していろというような
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ウェレ：リナが昨日彼女のプライベートなことにつ

質問とか、自分はこう考えたとかありませんか。

いてお話して、私もこれに非常に感じるところがあ
るので自分の個人的な話をします。特に夫の話で

フロア：大変貴重な講演ありがとうございます。今

す。まず私の夫も実はアルコールがとっても好き

学生団体のボランティアをしている向井ですけれ

で、お金を渡しちゃうと全部飲んでしまうという状

ども、その時によく質問されることで、あなたたち

況が昔ありました。それをどうするかが私の課題

が海外に行ってボランティアをするお金があるん

だったんですけれども、最初はまず怒って「なんで

だったらそれをそのまま現地の人たちにあげた方

飲んじゃうのよ」と抗議をしたりしてたんですね。

が一番良いんじゃないかって、厳しい質問されるん

ところがある時ふと考えたのは、植民地時代だっ

ですけれども、それに対して僕、効果的な返答がで

たら夫は家族のいる目の前で辱めを受けるように

きないです。その辺があれば教えて頂きたいと思い

殴られたりしていたわけです。男の中には、エンパ

ます。よろしくお願いします。

ワーは強く見せる、女を殴る、みたいなことがあっ
たんですね。ですから、そういうことをいろいろ考

司会：それだけ航空運賃使って現地行って、お金を

えた時にどうして彼がそのようにお酒を飲んでし

使うくらいだったら、そのお金をそのまま送った方

まうのかという要因を自分なりに一生懸命考えて

が現地の人が自由に使えるんじゃないか、こういう

みました。というのは私の父はアルコールを飲まな

ことですね。

い人だったので、私にしてみれば夫と結婚して夫
がお酒を飲んで帰りも遅く子どもの面倒もみない

ウェレ：まずお答えは、両方やったらどうでしょう

し、ということはまったく理解できませんでした。

かということです。最後に仰ってたことは今年お金

そういうことで私はアプローチを変えてみました。

をくれる、来年来る、どちらがというのが今の直接

考えたのは、彼が自分の中に自分を理解してる自分

的な問題です。私たちは JICA と一緒に保健分野で

というのが違うのではないか、本当はそうじゃない

協働作業をずっとしております。ということで皆さ

方がいいのにそれが分からないんじゃないか、とい

んがどのように働いて、どのように考えているか、

う風に思うようになりました。アフリカの場合に

ということは一緒に働いてよくわかるようになり

は、男性の多くがアルコールを飲んでお金を使って

ました。興味深いのは皆さんの計画性です。ともか

しまうというと女性はどうにもならないんですね。

く緻密に計画を練るというところに驚いておりま

お金がないわけですから、生活、子どもの世話をす

す。それで例えば今もそうですけど、マイクをこっ

ることもできなくなってしまう。女性が働いていれ

ちに置くかあっちに置くかというようなことまで

ば別ですが、エンパワメントということが誤解され

どっちがいいのか考えたりする、というようなそう

ていて、男性が暴力的に強く見せるのがエンパワー

いうところは学ぶべきもので、我々とは違うという

だと思っているかもしれません。私が思うのは反対

ことを思っています。私はウジマ財団で仕事をして

で、エンパワーされた、あるいはエンパワーされる

いるときに、私自身が計画をしなければいけない

男性というのは早く帰って来てお酒は飲まないし、

とスタッフにあんまりたくさん言うものですから、

早く帰って来て子どもの面倒を見たりする。それが

ちょっとうるさがられていて、たぶんリナもそう感

男性がエンパワーされたことだと私は考えており

じていたと思うんですが、ここに来てですね、みな

ます。ということで少し時間はかかったのですが、

さんの計画性を目の当たりにして、あるいは日本か

私も夫を変えることができ、変わってくれたと言う

ら私たちのところに来てみなさんが働いてくれる

ことです。

時に非常に計画性を大事にしているということを
見るにつけて、計画と言うことの意味を少しわかっ

司会：はい、ありがとうございます。身につまされ

てくれたんじゃないかなと期待しております。とい

る話しで・・・。時間的にもう一名くらい質問を受

うことはつまり、アフリカにはアフリカのスタイル

けられますので、
ぜひご遠慮なく。特に若い人ですね。

というものがあって、日本に日本のスタイルがある

あの辺りにちょっとうちの大学の若いクリティカル・

とすれば、若い方たちが例えば交流をすることに

パスが・・・どうでしょうか。何か、コメントとか

よってお互いを学ぶと言うことの意味があるので
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はないかと思います。特に今例を挙げたのは、計画

私たちの場合でしたら、ほとんどの活動費は私の夫

を立てるということですけれどもそういうインタ

と私が拠出して活動しています。ということは外か

ラクションを通して皆さんも学び、こちらも新しい

ら支援金を頂いたりしないとなかなか活動ができ

ことを発見するということになりますし、それが非

ないという状況もあるので、例えばある方が来た時

常に大事だろうと思います。例えば、仕事の仕方、

に、たまたま財政的なことがうまく行かなくってほ

それからシステムを作って行くというようなとこ

とんど活動できない時期に来たら、すごくそれは馬

ろは、非常に学ぶべきと思うし、学んでおります。

鹿にしたように、何にもやってないじゃないか、と

それから逆に言うと、何か言われないとしない、言

言って報告書に書いたり、というようなこともあっ

われるまでは何もしない、というような方たちも見

たんです。しかしそれはタイミングがそうだっただ

たりして驚きました。それはやはり、色々驚いたり

けのことで、やはりこういう活動というのは長く

することがあってしかるべきなので、それを情報交

続けて行くと財政力というのが確かに必要だとい

換と言うか交流を通じてお互いに学んでいくとい

うことは認めなければなりませんし、支援金に頼っ

うことに意義があると思います。ですので、お金だ

ていると言うのも事実であります。ここで申し上げ

けではなく来てほしいというのはそういう意味で

たいのは、忍耐力をもって私たちがやることを信じ

す。それからもうひとつ、文化と開発ということな

て頂きたいんです。というのは、世界のみんなが馬

んですけれども、日本の場合には開発、発展はして

鹿だったらみんな死んでいるわけですけれども、そ

きたけれども文化をさりとてなくしたわけではな

うじゃなくって確かに愚かな人もいるかもしれな

く、うまく維持してきているということですね。そ

いけれども生き残っていると言うことは、やはり私

れは非常にユニークな事だと私は考えます。なぜか

たちもそれなりもノウハウを持っている、というこ

と言うと、私たちは開発するのには文化はもう捨て

とだからです。

てしまえとか、あきらめてしまえというようなこと
がすぐ頭に浮かぶからです。でもそうではないんだ

司会：ありがとうございました。今の共に学ぶとい

なということを日本の例から学びました。例えばあ

うコンセプトも含めて、最後にもう一度だけちょっ

まり良く無いと思っているのは、女の子が女性性器

とフロアからコメントなり質問なりをお願いした

に関して非常につらい思いをするのはどうなのか

いと思います。はい、お願いします。

な、というようなことは思ってはおります。若者と
老人が例えば、老人が非常に大事にされるというよ

フロア：大阪大学の澤村です。どうもありがとうご

うなことも非常に学ばなければいけないことだと

ざいました。まず説明しないといけないですけれど

も思っています。でもこればかりは書物で読んでも

も、ウェレ先生がサワサワとお呼びになる理由は、

わからないので、百聞は一見に如かずと言うことが

私にあります。ケニアでサワサワと自己紹介するも

あるので、お金を出すのもいいですが、やはり来て

のですから。というのはサワサワというのは、スワ

いただきたいとも思っています。

ヒリ語で「分かった、分かった」とか「いい」とい
うような意味で、日常的にケニアで使われている言

司会：今非常に良い質問をして頂きました。ボラン

葉です。昨年 9 月にウジマ財団のオフィスに初め

ティアというのは共に学ぶことじゃないかと。共に

て行かせていただいて、私が驚いたのはそのオフィ

学ぶことによって繋がりが出て来る。そこからすべ

スの質素なことです。他の国際 NGO にも行きまし

てが始まるんじゃないかというコンセプトが出て

たけれど、それは立派なオフィスの中に入ってい

きたんですが、我々そういった理解をしてよろしい

ました。そういうようなことで質問させていただき

でしょうか。

ます。もうすでに一部お答えいただいたと思います
が、例えばキベラのスラムの中では 600、700 とか

ウェレ：今のご理解でよろしいかと思います。私は

そのぐらいの数の NGO、CBO が活動していると聞

一緒に協働することがボランティアには非常に大

きますが、ウジマ財団の目指すところ、気をつけて

切だと思っております。ひとつ私の見解で申し上

らっしゃること、あるいは他の NGO との差別化と

げたいのはボランティアに来ていただくのですが、

かですね、どのようなことに気をつけてらっしゃる
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のか、どういう困難があるのか、とかですね。ある

ねながらだんだん結晶化させ出来上がったプログラ

いは他の NGO とウジマはこういうところが違うと

ムでして、私たちはそれを日々頑張ってやっていま

いうようなことを教えていただけますでしょうか。

す。どれをしろとか我々が言うのではなくって、若

よろしくお願いします。

者たちがいたら君たちはどのプログラムをやったら
一番いいと思う、と聞いて彼ら自身が選べるように

ウェレ：まず他のところとどのような差別化が、と

しています。例えば最近の例で、ビジネスについて

いうようなご質問がありましたけれども、私たちは

なんですけれども、他との差別化の場合、他のとこ

まず 1 人で来ないで、グループを作ることを重要視

ろはお金だけあげる、というところもあると思いま

しています。いつも若い人の周りには若い人たち

す。けれどもお金をどう使って、どのように会計処

がいて、グループになっている。みんな一緒にい

理をして、記帳して、そしてお金をどう増やしてい

ることが大事だと私は考えるからです。例えば、あ

くか、というようなことは教えないでお金だけを渡

る人がウジマに来たとします。そうすると 5 人くら

す、ということをよくやられるようです。けれども

いは少なくとも連れておいでね、というようなこと

私たちがやっているのは、やはりまずスキルを身に

を言って 20 人くらいのグループを作るようにしま

付けさせること、いわゆる起業するための方法を覚

す。そうするとその中でディスカッションができま

えてもらう、ということを考えています。それでそ

す。ディスカッションができるとソーシャルネット

のために、常に私たちはすでにプログラムを終えて

ワークが発達して、グループの中で自分たちの役割

起業をした若い起業家を呼んで来て、その人をメン

が何かということを考えながら自分たちで探すこ

ター代わりにしたり、これから起業を考えている人

とができます。私たちは誰かが来たら君は何がした

にビジネスのノウハウやどういう風にしたらいいか

いの、君の課題は何なの、問題は何だと思う、とい

という経験談を伝えてもらったりしています。です

うことを質問することにしています。ウジマ財団は

ので、そういう状況で私たちは若者たちのニーズと

1995 年に設立されて 1996 年から活動を開始したの

声を聞きながら自分たちのプログラム、プロジェク

ですが、当初ドナーの方たちが言ったのは若者がど

トを開発してきた、というところがおそらくは他の

のように思っているのか、何を思っているんだろう

NPO や NGO と違う点ではないかと思います。

というようなことのご質問を随分受けました。聞い
てみるとお腹も空いているし、将来も描けないから

司会：はい、ありがとうございます。時間的な問題

むしゃくしゃして友達とけんかをしてしまう。そう

もありますので今手を挙げている方 1 名の方、2 名

するとどうしたらいいと聞くと、じゃあ友達を作っ

の方、この方々に限らせて頂きますので、ご了承く

た方がいいよね、そういうけんかなんかやめた方が

ださい。お願いします。

いいよね、という声が聞かれたので平和構築のプロ
グラムを私たちは企画しました。もうひとつは性の

フロア：隣の町で紙芝居の活動をしています、サ

問題ですけれども、本当に若いお嬢さんたちが妊娠

ワダケイコと言います。紙芝居パチパチ座ってい

をしてしまうという不幸が起こることがあります。

うグループ、6 名の座員で、紙芝居のお届けグルー

それから、性感染症なども知識がないが故に蔓延し

プ活動をしています。私たちの一番大事にしてい

ていると言うこともあります。であれば、それに対

るのは、決して無理はしない、でもちょっと頑張っ

応するリプロダクティブ・ヘルスのプログラムを作

て、これを一番の柱にしています。紙芝居を実演す

ろうということで、そういう声を聞いて実情を踏ま

ることをお届け、実演してやるとか実演してもらっ

えて私たちはプログラムを開発しました。それか

ているではなくて、届けてそこでみんなで楽しん

ら、まだどうしても貧しくて大変だと言う声が聞こ

で、そして日本の文化の紙芝居を広げて行こうって

えてきているときには、じゃあお金を稼ぐにはどう

言う風に思っています。いつかアフリカにも紙芝

したらよいかということを教えるべきじゃないか、

居、届けられるといいなと思います。ネパールには

ということでお金、いわゆるビジネス、起業をす

個人的に友人もいるのでネパールの地元の学校で、

るということのためにプログラムを開発しました。

それからロータリークラブの方にも紙芝居のお届

今大体申し上げたのがこの 15 年間で試行錯誤を重

けをしています。ここを回り込んだ所に里山公園が
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あります。もう足かけ 4 年、毎月第 4 土曜日 2 時か

フロア：ありがとうございました。大阪大学の藤丸

ら紙芝居をやっています。ぜひぜひ近隣の方、お越

です。ウェレ先生のスライドの中にもありました、

しください。今日ミリアムさんにお会いして、とて

JICA ボランティアについてちょっと伺いたいと思

もとても幸せな気分です。なぜならばボランティア

います。すでにウェレ先生には自己紹介させてい

活動は大きな組織の下でやるのではなく、個人規模

ただいたんですが、僕もブルキナファソでボラン

であっていいと。その個人規模でやっている人たち

ティアとして活動していました。僕も含めて他の

がどこかでひとつ、私はバルーンって言っているん

JICA のボランティアも直面していた問題なんです

ですけど、大きなバルーンのところに入れるような

が、海外からのボランティア活動というのが現地の

緩やかな活動であって、そのバルーンがいつか私は

人の仕事とか現地の人のすべきことを奪ってしま

湘南の海に上がって、他の地域から上がったバルー

うこともあるんじゃないかな、という風に思いま

ンとまた結び合えるといいなって思っています。で

す。ボランティアがいなくなったらもうその活動は

すから今日ミリアムさんが仰った、ボランティア

終わってしまう、継続性がなくなってしまうという

活動の心みたいなのが私たちが目指している、やっ

ことも散見されるのではないかと思います。ひとつ

てるのと同じだ、決して無理しない、でもちょっと

の例として、同じブルキナファソの看護師隊員の方

頑張ろう。なんか今日は偶然、午前中行かない？っ

が先ほども話に出ていた母子健康手帳を使った定

てチャンスに乗った自分がとっても幸せです。あり

期的な乳幼児の体重測定を行ってみたんですが、そ

がとうございます。

の看護師さんがいなくなれば体重測定が行われて
いなかった、という話を聞きました。そこで伺いた

ウェレ：あの紙芝居で思ったんですが、もう持って

いんですが、現地の方に理解してもらいながら継続

います。なぜかと言うと野口英世賞をいただいた

した活動になるようにするためにはどのような協

時に、野口英世博士についてみんなに伝えたくて

働を心がけてボランティア活動に臨むと良いので

どうしたらいいか困って JICA に相談に行ったとこ

しょうか。ぜひお考えをお聞かせください。

ろ、話の中で紙芝居を使ったらということで紙芝居
の技を教えていただきました。絵が描かれていて裏

ウェレ：答えはすでに藤丸さんが言った中にある

に文字が書いてあって、それを読むということです

と思います。一緒にやる、その一言だと思います。

ね。それで野口英世についてみんなに教えました。

例えば私もそうだし藤丸さんもそうだと思います

それからその他に、例えばこの同じスタイルを利用

けれども、自分のケニアやそしてアフリカの国に

して、家族計画が大事だよってことを若い人に教え

行った時に、いろいろな事を焦ってやる、見せる。

るために紙芝居を利用しています。ということで、

だけどそれは結構みなさんができないという状況

紙芝居アプローチはすでにウジマ財団では存じ上

にぶち当たることがあります。それはやはり一緒に

げています。

やらなければできないということを私も覚えて参
りました。例えば私が生まれた村に良く行ってこん

フロア：ありがとうございます。もうすっごい嬉し

な新しい良いことがあるよ、と教えようとするんで

いです。横浜に紙芝居文化推進協議会っていう協議

すけれども、どう見てもなかなか動いてくれない

会があります。そこで年に 1 回手作り紙芝居のコン

んです。あんまり早く、我々はもう出来てるから、

テストをやるんですけれども、ラオスやカンボジア

ちゃっちゃとやっちゃうわけですけれども、習う側

からも応募が来ています。私の友人もネパールで手

にしてみればわからないわけです。ですので、それ

作り紙芝居を作ると言っているので、ぜひぜひまた

をダメと言わずにゆっくり忍耐強く教える、あるい

チャンスがあったら、アフリカの手作り紙芝居を日

は一緒にやるということをしなければいけないと

本に紹介してください。お願いします。

思います。例えばコミュニティの保健問題というこ
とだと、私は医師ですから治療をしようと言う時に

司会：ありがとうございました。これはそういうこ

は、もうこれはどんな病気だな、どうすればいいな、

とでよろしいですね、はい。じゃあ最後に質問を。

というのは頭にあってわかってるんですけど、それ
をただ言うというのではそれはダメです。私はゆっ
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くり腰をかけて、おもむろにみんなが話してくるの

んですが、まさにそのテーマを展開していただきと

を待って、そして話をしてそしてまた聞いて、そし

ても嬉しいですね。特に「つながり」という言葉で

てまた話をしてというように、ゆっくりとやりま

すね。やはりコミュニケーションからやってきます

す。気を長くやる。そうすると長い間かかってみん

し、コミュニケーションは共に学んで気がついて共

なでこうワイワイワイと始まって、いつか私が帰っ

に作業するんですよね。今の答えにありましたよう

て行っても気がつかないというくらいの感じで、教

に、そう言った中から出てきているもので、決して

えたいことはそういう風に教えるのがいいのでは

一方的に支援するというような関係ではない。お互

ないかと考えます。したがって、急がばまわれと

いに学び合う。ボランティアにこれから行かれる学

いう言葉がありますが、ゆっくりと、十分すぎる

生もですね、まさになにかを支援しに行くんでしょ

ほどゆっくりと教えるというのが大事であります。

うけれども、まさにもっともっとたくさんのことを

いくつものことをたくさん一度に教えるようなこ

学んでくると思うんですね。ですからそういうこと

とは考えていません。私たちは機械ではないので、

で、学び合って互いに気付き合うということがやは

機械のように教えるのではなく、ひとつひとつ手取

りボランティアリズムの本質じゃないかなと、とい

り足取りして教えるということが大事なのではな

うふうに感じたんですが、ミレアム先生そういうこ

いかと思います。そして、例えばウジマ財団の場

とでよろしいでしょうか。

合は、リナが今やっていることなんですけれども、
子どもたち、若者に対して紙芝居で色々なことを教

ウェレ：仰るとおりです。例えばボランティアの方

えています。そうすると子どもながら紙芝居を見せ

たちが行っても何も成果を差し上げてないかな、な

ると寄ってくる。そうすると、ここちょっと持って、

んていう方がいますけれどもとんでもありません。

みたいに端っこを持ってもらう。次に様子を見なが

まず、色々な事をボランティアがすることによっ

ら裏の文句、文字を読んでもらう。そういうことで

て、その土地の人たちに差し上げているということ

知らないうちに子どもは乗せられて、そして知らな

です。大事なのは友情。これが非常に大事だと思

いうちの子どもたちが紙芝居をできるようになっ

います。ですので、私は今まで役に立ってこなかっ

て行く。というような形の関わり方がいいのではな

たボランティアと言う人にお目にかかったことが

いかと思います。

ありません。そういう意味で、ボランティアという
のは非常に大事です。私はクリスチャンですので、

司会：ありがとうございました。もう時間となりま

聖書を大事にしております。学ぶときに恐れては

したのでそろそろラップアップしなければなりま

ならない、ということをよく申します。というこ

せん。ラップアップする必要もないのかもしれませ

とで、何か失敗をしてしまったら困るなあとか思っ

んが、これまですごく良い議論になったと思いま

ていても、でもそれは学ぶということで、もし知

す。この全体の会合が「ボランティアと市民社会」

らないでやってしまったことなら誰もがそれを許

になっています。私、実行委員長として、先生方

すだろうし、そういう具合に恐れずに学びなさい、

と相談しながら、ボランティアリズムっていうもの

ということです。例えば、リナも私と一緒に来たの

が組織だとか地域、あるいはさらにケニアなんかの

ですが、来る時はどうなのかなあと非常に不安だっ

場合はそうだと思いますが、エスニックだとか、宗

たりしたんじゃないかと思うし、私もリナがここに

教の分断によってコミュニケーション、つながりが

来てこんなに立派にしてくれるかどうかは、大丈夫

切られてるんですね。我々なんか昨日もちょっと話

かななんて思ったことも一瞬ありました。ですがや

をしましたけれど、お年寄りが「うちの嫁は年寄り

はりこちらに来てですね、私たちの知らない世界で

の世話もしないでボランティア活動ばっかりやっ

どのようなことが私たちを待っているかも少しど

ている」と文句言っていたとか、そのようなケース

きどきしながら来ました。ということでも、それは

を挙げたんですけど、いろんな形で分断されている

もし私たちが何か間違えたことをやってしまって

んですね。なんというんでしょうか、繋げるのがボ

もたぶん皆さんが許して下さるだろう。そういう風

ランティアリズムじゃないかと。市民社会とボラン

な気持ちになり自然体でやってまいりました。

ティアリズムを全体のテーマにさしていただいた

ボランティア学研究

Vol.12

57

ミリアム・ウェレ

司会：そういうことでセッションの終わりに参りま

サービスの提供の実践に焦点を当て、女性、若者、

した。様々なセッションで、大会を通じて色んなミ

子どもを含む何百万人ものアフリカおよび世界の

ス・マネッジメントがあったかと思いますが、ぜひ

人びとと共に活動してきました。地域の診療所に子

これはお許しください。ということで最後にです

どもを小グループに分けて予防接種に連れて行く

ね、会場の内海先生から一言お願いします。

ことで、乳幼児の接種率を大幅に引き上げるなど、
コニュニティの人びとに寄り添った活動を先導し

内海：林先生が大変上手にまとめていただいたん

てきました。

で、私は言うことがないということで一言ご挨拶申

ケニアで深刻な社会問題になっている HIV エイ

し上げます。大橋学長、ウェレ先生、本当にありが

ズの対策では、若者、セックスワーカー、同性愛者

とうございました。先ほどですね、澤村先生から一

などとの直接的な対話を通じた先駆的な取り組み

言あったと思うんですけど、私もウジマ財団のオ

を実施してきました。ケニア国家エイズ対策委員会

フィスを訪ねました。澤村先生も仰ってたようにで

委員長として、強力なリーダーシップを発揮し、同

すね、大変質素な普通のオフィスで。そういうよ

国の HIV 感染率およびエイズによる死亡率の低減

うな所に椅子とそれから裏庭がちょっとついてる。

につなげています。

それからウェレ先生が私どものホテルに迎えに来

さらに、NGO 活動として、アフリカ地域最大の

てくれたんですが、車もそんな豪華じゃなくて非常

保健 NGO であるアフリカ医療研究財団（AMREF）

に小さい車でウェレ先生窮屈そうにしてらっしゃ

会長として、またウジマ財団の共同創設者および理

いました。ケニアではお医者さんは非常に上流階級

事長として、市民社会の力を活用した農村部への医

で、保険のない国のせいもあるんですけど、一回診

療サービスの拡充に貢献してきました。ウジマ財団

療するとですね 200 ドルは取られるということで、

では、若者こそが地域の発展の大きな鍵となるとい

お医者さんは非常に豊かな階級なんですね。そう

うミッションのもと、若者のエンパワーメントに焦

いう中でウェレ先生はですね、大変質素な中で様々

点を絞り、これまで 2 万人以上の若者グループに研

な活動をされています。それから野口賞というのは

修、職業訓練の機会を提供し、保健医療、平和の問

ですね、ノーベル賞と並ぶ世界で最も賞金の大きい

題に取り組んでいます。

賞でございまして、1 億円でございます。その 1 億

ウェレ博士は、アフリカ大陸全体の人びとにとっ

円をウェレ先生は青少年センターを作るという事

てのインスピレーションの源泉であり続けています。

業にすべて投じられております。私から思うとです
ね、そのセンターを作るのにまだ 5 年くらいかかる

［略歴］

んじゃないかと思うんですね。ですから、センター

1940 年ケニア生れ。1966 年ウガンダ・マケレレ

が出来ても使うのはウェレ先生じゃなくて若い人

大学教員資格取得、1965-68 年中等学校教諭、1973

たちが使う。そういうセンターが出来るんですね。

年ナイロビ大学医学部卒業（外科学）、1973-74 年

そのために尽力されているというところで、私は大

ケニア保健省医務官、1974-82 年ナイロビ大学医学

変感銘を受けました。そういう方をお迎えし、この

部講師、1981 年米ジョンズ・ホプキンス大学公衆

会合ができたということを光栄に思っております。

衛生学博士号取得、1982-85 年ナイロビ大学医学部

また、皆さんとともにこの時を共に過ごせたことを

長、UNICEF エチオピア事務所勤務、WHO エチオ

心より感謝いたしております。ではウェレ先生、本

ピア事務所代表、UNFPA エチオピア事務所長を歴

当にどうもありがとうございました。

任。現在、ウジマ財団理事長、アフリカ医療研究財
団（AMREF）会長、ケニア国家エイズ対策委員会

司会：ではこれで終わります。どうもみなさんあり

（NACC）委員長。2008 年第 1 回野口英世アフリカ
賞受賞。

がとうございました。

【講演者紹介】

【付記】

ミリアム・ウェレ博士は、東アフリカの村々に

野口英世アフリカ賞：アフリカに関する医学研究

おいて、40 年に以上にわたり地域レベルへの医療

及び医療活動を顕彰することにより、アフリカでの
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感染症等の疾病対策の推進に資し、もって人類の繁

司会：林

薫（文教大学国際学部）

栄と世界の平和に貢献することを目的としていま

通訳：竹迫和美（大阪大学大学院人間科学研究科

す。5 年ごとに日本で開催されるアフリカ開発会議

博士後期課程）

（TICAD）の機会に授与され、該当者に対し 1 億円

テープ起こし：伊藤瑞規（大阪大学大学院人間科学

が授与されます。（内閣府ウェブページより）

研究科博士前期課程）
編集：澤村信英（大阪大学大学院人間科学研究科）

The Power of People and Volunteers in Creating the Future We Want
Miriam Were
(UZIMA Foundation)
This address begins by mentioning some of the Japanese people whom Mama Miriam has come to know and through
whom good relationships have been established. It mentions that the friendship established from person to person
interactions and visitations provide the foundation for international friendships towards peace. This goes on to describe
Africa’s difficult history and how this affects today’s livelihoods through the passing on of apathy, lack of hope and
discouragement from generation to generation. Then she points out that through national and international cooperation,
support and especially through the spirit of voluntarism, the people themselves are participating in creating the future
they want. The address points out the importance of youth being nurtured in the spirit of volunteerism and points to
great examples of JICA young volunteers as well as youth in UZIMA Foundation in Kenya who undertake positive
social actions for society at large and for promoting the well-being of other youth. It ends by referring to the fact that the
future we want is enshrined in the charter of the United Nations (UN) and the Universal Declaration of Human Rights.
In particular she refers to articles 25 and 26 of the Universal Declaration of Human Rights which refer to “the right to a
standard of living adequate for the health and wellbeing of himself and of his family, and the right to education directed
towards development of the human personality.” She ends her address by urging all people to envision and work for
future we want by promoting these ideals through participating in proactive volunteer work both in developing and
developed countries.
Keywords: Challenge, Volunteerism, Support, Create, Local & International
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【論文】
デンマーク・ボランタリーセクターに対する役割期待

デンマーク・ボランタリーセクターに対する役割期待
－福祉国家の再編がもたらす影響－
坂

口

緑（明治学院大学）

【要旨】
ボランタリーセクターに関する研究は、長い間、アメリカがリードしてきた。アメリカでは、伝統的に政
府の果たす機能が限定されており、その代わり、多様なボランティア団体が国家の代替機能を果たしてきた。
ヨーロッパにおいても近年、福祉サービス供給者としてボランタリーセクターが注目され、それをどのよう
に市民社会がコントロールすべきかという規範的な関心が高まっている。背景にあるのは、福祉国家の再編
である。ヨーロッパの中の小国デンマークでも、福祉国家の再編をめぐる議論を経て、ボランタリーセクター
をいかにして利用できるのかが議論されている。しかし、このような関心のもとで抱かれる期待の正当性は
必ずしも明らかではない。本論文は、5 人のデンマークの研究者に対するヒアリング調査を元に、国家セクター
とボランタリーセクターの関係が、福祉多元主義の影響の下でどのように変化しているのかを明らかにする。
【キーワード】ボランタリーセクター、デンマーク、福祉国粋主義、福祉多元主義

はじめに
ボランタリーセクターに関する研究は、長い間、

るいくつかの問題をデンマークを事例に考えたい。
その上で、デンマーク国内の先行研究と筆者による

アメリカがリードしてきた。アメリカでは、伝統的

ヒアリング調査を元に、ボランタリーセクターが国

に政府の果たす機能が限定されており、その代わ

内で課題とされる社会問題の解決に利用可能かど

り、多様なボランティア団体が国家の代替機能を果

うかを検討する。最後に、福祉国家の再編の影響を

たしてきた。しかし、ヨーロッパでは近年、移民

受けるデンマーク社会でも、ヨーロッパでの議論を

背景をもつ人口の増加や経済成長の鈍化を理由に、

通して強く警戒されているような、安価な労働力の

ボランタリーセクターを社会がいかにして利用で

調達先としてボランタリーセクターが政府や企業

きるのかという点に関心が集まっている。背景にあ

の「下請け」となる可能性がないのかどうか、また

るのは、福祉国家の再編問題である。ヨーロッパの

そのような可能性が引き起こす問題は何かについ

中の小国デンマークでも、福祉国家政策の見直しを

て考察する。

めぐる議論の中で、たびたびボランタリーセクター
の利用方法が議論されている。福祉国家の再編に伴
い、ボランタリーセクターに対する注目がにわかに
集まる中、どのような理由で、どのような役割が、

１．ボランタリーセクター研究における
論点の変遷
ボランタリーセクターに関する研究には、アメリ

ボランタリーセクターに与えられようとしている

カのジョンズホプキンス大学が主導する研究が長

のか。

い間、大きな影響を与えてきた。NPO やボランティ

本論文は、高度に発達した福祉国家デンマークを

ア団体を国家や市場に対する対抗的、あるいは補完

例に、21 世紀になってボランタリーセクターに新

的な勢力と見なす見方は、アメリカの研究成果に依

たに与えられるようになった役割が何かを明らか

拠するものである。同大学レスター・サラモンの研

にすることを目的とする。まず、ボランタリーセク

究グループは「非営利セクター」について、その

ターに関する議論を振り返り、近年のヨーロッパで

経済規模の観点から言及する傾向が強く、その影響

議論されるようになった福祉国家の再編後の論点

を受けた日本の研究も、団体数、雇用者数、寄付や

を整理する。次に、このような論点により提起され

会費収入といった経済規模、あるいは組織論や経営
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戦略論を得意とする傾向が見られる（Salamon=1999;

このような経緯をへて 1990 年代後半から、ヨー

山内 1999）。この見地に立つ国際比較調査も数多く

ロッパのボランタリーセクター研究に新たな局面

進められてきた（Salamon & Sokolowski 2004; United

が見られるようになる。「サードセクター」と市民

Nations 2003; Salamon & Anheier=1996）。 政 府 セ ク

社会をめぐる議論の活発化である。

ターと市場セクターの残余カテゴリーとしてボラ

フランスの経済学者ジャック・ドゥフルニは、

ンタリーセクターを同定し、「内国歳入庁」に「非

各国の歴史に基づき発達してきた非営利セクター

課税団体」として登録された団体を NPO と同定す

が、経済的要請により、「社会的企業」のような形

るというアメリカの条件をほぼ適応することで、数

態を取り入れざるを得ない状況にある点を強調す

量的な比較が可能になったこれらの調査は意義が

る。NPO がもつ利潤非分配制約にとらわれない活

大きい。ただし、例えば宗教団体はどこまでが非営

動が可能になる利点をもつ社会的企業はしかし、他

利か、税金によって運営されているものの形式上

方で、成員内の決議権を重視したり、ボランティ

「法人」と名乗る医療機関や学校、共済保険や信用

アによる労働力を組み込むなど「協働組合の要素

組合、年金組合等はどのように扱えるのかなど、具

と非営利組織の要素を結合」させている。ただし、

体的な線引きはその社会によって大きく異なる。

この特殊なバランスの上で成り立っている組織を

サラモンらがこのような手法を選択する理由は、

どのように活用しうるかは、国家でも市場もなく

アメリカ社会におけるボランタリーセクターの役

「市民社会」の関わり次第だと主張する（Borzaga &

割が政府と対抗するセクターだと捉えられている

Defourny 2004: 1-40）。また、ドイツの政治学者アダ

からである。より正確に言うと、圧倒的に力をもつ

ルベアト・エヴァースは、たしかに社会的企業と

市場セクターに対して、政府とボランタリーセク

いう選択肢の登場が、1970 年代以降ヨーロッパ社

ターがどのような役割分担をして対抗する力を得

会が直面した「福祉国家の危機」（Esping-Andersen

られるのかという点に、研究の重点が置かれている

1990）以降、多様なサービス提供主体を生み出して

からである（Salamon 1997）。そのため、歴史的文

きたと指摘する。しかしサービスを提供する主体が

脈をいったん捨象し、現在の規模、とりわけ経済的

多様化したとしても、多くのサードセクター組織が

価値に換算する方法が熱心に追求される。

「公的なルール、公的なプログラム、公的資金に強

それに対して、ヨーロッパにおけるボランタリー

く依存」している点で公共的な領域を構成している

セクターの研究は、国ごとの歴史的経緯を掘り起

とし、サードセクターの活動領域が事実上、政府

こす方法で進められてきた（Evers & Laville 2005;

と重複していると指摘する。そして近年、「市民社

Borzaga & Defourny 2004）。たとえばフランスでは、

会」には、個別の組織をコントロールするだけでは

市民革命の理念である共和主義こそが人々にとっ

なく、公共セクターも含めた社会全体をコントロー

ての共通理解になっているとし、必要に応じて「連

ルする責任が課せられていると指摘する（Evers &

帯」する組織「アソシアシオン」を非営利セクター

Laville 2005: 237-255）。

の特徴だと位置づける。「アソシアシオン」は労働

こ の よ う に、 近 年 の ヨ ー ロ ッ パ で は、NPO や

組合や職業団体、協働組合などを指すものだった

NGO、ボランティア団体、社会的企業といった多

が、現在では広く NPO の総称としても用いられて

様な集団を公共（国家、政府、EU）セクターや市

いる（コバヤシ 2003:38）。また、イギリスの場合、

場セクターに比肩しうる「サードセクター」として

労働党ブレア政権当時に投入された、経済的浮揚策

捉え、これらの諸セクターをいかにして市民社会が

の一種としてリニューアルされたサードセクター

コントロールできるのかといった、規範的な課題が

が特徴的である。イギリスも、職業団体や友愛団

提起されている。

体などの市民団体、宗教的背景をもつ組織などが
相互扶助活動を主導してきた長い歴史をもつが、
1997 年以降、サードセクターが政府の戦略的パー

２．デンマークのボランタリーセクター
デンマークにおけるアソシエーション（forening）

トナーと位置づけられて以降、NPO が公共サービ

の歴史を振り返ると、フランスと同様、職業団体

スの担い手として成長している（塚本・山岸・柳澤

を形成する際の、経済的、政治的な民衆運動とし

編 2007）。

て興隆したことがわかる。19 世紀半ば、他のヨー
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ロッパ諸国からやや遅れて絶対王政の崩壊を経験

家と排外主義が結びつく現象である。

したデンマークでは、農業に従事する農民を中心と

デンマークでは、20 世紀のほとんどの時期を通

する団体が結成され、それが民主化を推進していっ

して社会民主党が政権にかかわる「中道左派」路線

た（浅野・牧野・平林編 2006: 21-44）。

を維持してきた。1970 年代以降、育児や介護を社

1849 年、近隣との領地争いが絶えなかった時代

会化し、労働組合を中心に手厚い失業手当や職業訓

を経て、デンマークでも自由憲法が定められた。そ

練、そして労働市場から排除されている人々に対す

の後、数十年間、安定した時代を迎え、イギリス

る諸制度を発達させてきた福祉国家デンマークで

との農作物の貿易による好景気を背景に独立する

は、介護やゴミ処理、教育や職業訓練、保育といっ

富裕な農民が出現した。1860 年代には富裕な農民

た代表的な「ハードワーク」を、国家セクターが担っ

がリーダーとなって、宗教的な運動のための団体や

てきた。他方で、人道的理由による亡命者を受け

政治的結社、また農民専用の貯蓄銀行、そして酪農

入れ、また 1970 年代後半の景気低迷期には、中東

協働組合といったアソシエーションが結成された。

諸国から「ゲストワーカー」を受け入れた。20 世

隣国ドイツよりも遅い 1890 年代になって工業化時

紀をとおして、順調な経済発展を遂げてきた社会

代を迎えたデンマークでは、農村で発達したアソシ

にとって、福祉国家政策をより充実させるために

エーションが都市へ伝播し、労働者を中心とする政

も、サービス分野における働き手として活躍する外

治的および社会的な力に発展していった。このよう

国人移住者を受け入れることは理にかなった選択

な農村からの民主化は、同時に、冬の農閑期に、農

だった。1976 年社会福祉支援法が成立し、普遍主

民たちが集い学び合う「生の啓蒙（folkeoplysning）」

義的な福祉国家制度が 1980 年代にはひとまず完成

と呼ばれる独自の教育活動によっても増幅された。

する（浅野・牧野・平林編 2006: 104−151）。しかし、

牧師であり社会運動家でもあったニコライ・グルン

21 世紀になって経済成長の鈍化が明らかになると、

トヴィが農村に設立した、歌や話し合いを通して大

急に風向きが変化する。

人が新しい学びを経験する成人教育施設、国民高等

2001 年、中道右派の政権が誕生し 2005 年の選挙

学校（folkehøjskole）も、この時代に発達した。当

で信任されると、デンマーク政府は、福祉国家路線

初は政治的あるいは経済的結社として農村中心に

を継承するために、「国民」となるべき人をセレク

発達してきたデンマークのアソシエーションは、安

ションにかけ、福祉サービスの提供を限定された国

定した時代を経て、農民の生活を支援する場として

民のためだけのものにしようとする福祉国粋主義

1）

機能するようになった 。

的な政策が政治課題として提出するようになった。

20 世紀になり豊かな農業国となったデンマーク

「福祉のただ乗り」が問題視され、移民背景をもつ

は、第二次世界大戦後には本格的に福祉国家への道

人々に特に高いと言われる若年失業者に対する手

を歩み始める。戦後、アソシエーションは、各種

当の条件付き削減、ビザ申請料の引き上げ、高額

スポーツを中心とする余暇活動分野においてその

のデポジットと難解な「国民テスト」を課すといっ

数を増やしていった。とりわけ公園や競技場、体

た国際結婚に対する条件の厳格化が次々に実施さ

育館が整備されるに従い、各地方に団体数が増加

れた。他のヨーロッパ諸国と共通する現象でもある

していった。現在も、共働き世帯率が 8 割を越す社

が、若年失業率の高まりと自文化中心主義の世論を

会にとって、各種スポーツ・文化団体は、「青少年

背景に、それまで賛同を得てきた、亡命者や移民

を社会で育てる」ための合理的な装置として定着し

を人権の観点から受け入れるべきという社会民主

ている（Anderson 2008; Boje, Friedberg & Ibsen 2006:

主義的価値を見直し、福祉国家が提供する「権利」

23-24）。

を「国民」に閉じようとする福祉国粋主義的価値が、

このような、19 世紀半ばから 20 世紀にかけて
市民の生活を支援する機能を提供してきたアソシ

政治的主張として表立って主張されるようになっ
たのである（山口・宮本・小川編 2005）。

エーションに対して、21 世紀になると異なるコン

ボランタリーセクターに対する視線も、このよ

テクストが読み込まれるようになった。社会問題を

うな状況下で変化した。現在、次のような緊張を

解決するという役割である。背後にあるのは、福祉

孕む二つの論点が取り上げられている（Gundelach

国粋主義（welfare chauvinism）と呼ばれる、福祉国

& Torpe 2005: 47-63）。ひとつは、ボランタリーセク
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ターが、社会民主主義的価値観と福祉国粋主義的価

に関わっており、その大半がスポーツ関係であると

値観の葛藤に対する緩衝材となりうるのではない

いうこと。第二に、フルタイムの仕事を持つ子育て

かという点である。20 世紀をとおして順調に発展

世代こそがボランティア活動に関わっているとい

してきた市民生活の一部をなしている余暇活動が、

うこと。とりわけ 30 歳から 49 歳の子をもつ男性が、

近年、多文化化の進展とともに社会問題となってい

もっともボランティア活動に関わっているという

る文化的衝突を「やわらげる」のに役立つのではな

結果が明らかになった。第三に、活動に関わるきっ

いかという議論である。もうひとつは、イギリスや

かけは知人や友人とのつながりであること、第四

スウェーデンのようにボランタリーセクターが雇

に、「文化および余暇」活動を支援する団体がもっ

用の受け皿になりうるのではないか、という点であ

とも多いことも明らかになった。さらに第五とし

る。IT 関連やコンテンツ産業など、既存の市場ルー

て、デンマークのボランタリーセクターは 1975 年、

ルでは孵化しにくい小さな新規団体を NPO として

1990 年より、団体数も経済規模も増大傾向にある

支援し、上昇する若年失業率の改善に役立てられる

こと、第六に、全国にあるアソシエーションのう

のではないかという議論である。

ち 80％がボランティアワークによって支えられて

発達した福祉国家におけるこのようなボランタ

いること、第七に、経済規模が GDP の 9.6％に当

リーセクターに対する役割期待は、これまでのボラ

たること（2004 年）、他の北欧諸国と異なり有給ス

ンティア研究で示されてきた「小さな政府」におけ

タッフを増加させようとする傾向があること、そし

る国家の代替機能という説明とは必ずしも一致し

て 2004 年におけるボランタリーセクターの雇用規

ない。また、文化的背景に起因するコンフリクトへ

模は 25 万人に上ることなどが判明した 5）。

の対応や新たな成長分野における雇用創出という

2008 年には、これらの調査に追加して実施され

具体的な目的にしても、従来、デンマーク社会では

た独自調査の結果について分析したデンマークの

2）

教育政策や労働政策によって対処されてきた 。そ

研究者による論文集が発表された（Ibsen, Boje &

れにもかかわらず、なぜこれらの国家にとって有用

Friedberg 2008）。ここには、他の北欧諸国との比較

な目的について、ボランタリーセクターが利用可能

や、移民や移民背景をもつ第二世代の人たちにとっ

だという議論が形成されつつあるのか。また、ボラ

てのアソシエーションという観点から、福祉国家の

ンタリーセクターを「リソース」とみなす考え方は、

再編あるいは移民背景をもつ市民の「統合」問題に

国家の責務をボランティア団体に押しつける「下請

ついての研究も収められている。

け化」につながらないのか。これらは、福祉国粋主

二つの調査研究に共通していたのは、デンマーク

義が目立っているデンマークだけでなく、排外主義

ではアソシエーション活動が、依然として 19 世紀

が問題とされる他のヨーロッパ諸国にも共通する

以来の「生の啓蒙」として人々の生活に浸透してい

3）

ると解説している点である（Boje, Friedberg & Ibsen

問いである 。
以下では、このようなボランタリーセクターの利

2006: 41-70, Ibsen, Boje & Friedberg 2008: 9-32）。 市

用可能性と下請け化問題について、デンマークを事

民生活の重要な構成要素として、子どもも大人も

例に、先行研究および筆者が 2009 年 9 月に実施し

何らかのアソシエーション活動に参加することが、

た研究者 5 名に対するヒアリング調査を元に検討し

デンマークを特徴づけている。なかでもスポーツ活

4）

たい 。

動はもっとも身近なアソシエーションで、子どもた
ちが放課後を過ごす場として、大人が地域に関わる

３．ボランタリーセクターは利用可能か
3-1. 二つの先行研究

機会として機能している。サッカー、バドミントン、
ハンドボール、バレーボール、カヌーなどのクラブ

デンマークにおける近年のボランタリーセク

が存在し、指導者も、またクラブを運営するのも、

ター研究に、ジョンズホプキンス大学による約 50

地域の大人である。コーラス、オーケストラ、絵画、

カ国の国際比較研究の一環として 2006 年に実施さ

演劇などの文化系クラブも同様である 6）。

れた調査がある（Boje, Friedberg & Ibsen 2006）。こ

それに対し 2008 年の研究では、近年の新たな論

の調査からは、いくつかの特徴が明らかになった。

点のひとつとして、移民や移民背景をもつ人たち

第一に、デンマーク人の 3 人に 1 人が何らかの活動

のアソシエーションへの参加に関する議論が紹介
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されている。デンマークの社会学者クリスチャン

3-2. ヒアリング調査より

センによると、デンマークでは移民背景をもたな

2009 年 9 月に筆者が実施したヒアリング調査で

い人々の約 40％がボランティア活動に関わってい

は、異なる 4 つの研究機関に所属する 5 名の研究者

るのに対し、移民背景をもつ人々のうちボランティ

に話を聞くことができた。アソシエーションに対す

ア活動に関わっているのは 23％にとどまっている。

る政府からの視線の変化について尋ねたところ、二

また、ボランティア活動への参加希望を持つ者も、

つの異なる見解が示された。

移民背景をもたない人々が約 50％であるのに対し、

ひ と つ は、2008 年 に 社 会 省 に よ っ て 設 立 さ れ

移民背景をもつ人々は約 35％である（2006 年のデー

た政府系シンクタンクであるボランティア審議会

タ。Christiansen 2008: 82-83）。ただし、職場や学校

（Frivilligraadet）の所長テアケル・アナセン氏（男性、

での活動に積極的に参加している移民背景をもつ

50 代）の見解である。アナセン氏は、ボランタリー

人々は、職場や学校の延長線上にすでにボランティ

セクターと政府セクター、市場セクターとの協働の

ア活動関わっている場合が多く、障壁となっている

在り方を構築する仕事を手がけており、そのため近

のは、そのような活動をしている知人がいるかどう

年、政府の優先課題となっている「統合」について、

かであって、活動内容とは必ずしも関連しないとい

とりわけ「個人的プロセス」にボランタリーセク

う（Christiansen 2008: 90-91）。

ターの貢献が見込めると明言する。

さらに別論文では、ボランタリーセクターが、労
働市場外の失業者に対して新たな雇用を生み出す

現在、政府も取り組んでいるひとつのアジェ

可能性についても検討されている（Boje 2008: 179-

ンダが「統合（integration）」に関することです。

203）。しかしデンマークの場合、ボランタリーセク

多くのプロジェクトがこのアジェンダに取り

ターの労働力の大半をボランタリーワークに依存

組んでおり、ボランティア審議会も例外ではあ

しており、週あたり数時間しか勤務しない非正規

りません。とりわけ、マイノリティの統合、マ

雇用のスタッフによって運営されている団体が半

イノリティのもつ潜在的な能力の問題につい

数を占め、また事業内容についても「市場セクター

て、ボランタリーセクターが担うべき役割につ

との協働が機能していない」点が認められるという

いて議論されています。とくに有利に機能しそ

（Boje 2008: 184）。
2006 年の研究は国際調査の一環であり、比較可

うな分野は、統合に関する個人的なプロセスの
支援です。（アナセン氏）

能な数値を同定することに目的があった。その際、
文化的衝突の「緩衝材」あるいは雇用創出といっ

アナセン氏は、移民背景をもつ人々に従来の失業

た目的とアソシエーションが結びつけて質問項目

者対策と同様の教育や訓練の機会を提供するだけ

が設定されていたわけではなく、また考察について

では不十分だとし、それ以前に「個人的プロセス」

もそのような指摘は見られない。ただし 2008 年の

においてアソシエーションへの誘導が望ましいと

研究では、アソシエーション活動に参加する人々の

考えている。「ネットワークがあればそれは、雇用

割合の高さとともに 19 世紀以来の伝統が強調され

の面でも有利になる」と話し、教育や雇用に先だっ

る一方で、「文化および余暇」活動以外ではさほど

てアソシエーションに「参加」してもらえるような

活動が活発ではないことが指摘され、移民背景を持

仕組みの必要性を指摘する。ただし、雇用創出につ

つ人々がとりわけ不活発であると示される。また、

いては楽観的ではなかった。現在のところサービス

ボランタリーセクターにおける労働力については、

供給主体の多様化という意味での「福祉ミックス」

ボランタリーワークへの依存の高さが指摘され、雇

が進んでいるのは医療分野に限られ、そこでは必ず

用創出に及んでいない。デンマーク国内の文脈を意

しも新たな雇用が生み出されているわけではない。

識した研究では、近年、新たに社会全体にとって課

企業の社会的責任に関する活動についても環境分

題となっている文化的衝突への対処や雇用創出に

野に偏っている点を指摘し、あまり新たな動きは見

ついて、アソシエーションが何も用意できていない

込めないと話していた。

ことが示されている。

そ れ に 対 し て、 長 年、 市 民 の 側 に 立 っ て ボ ラ
ンティア活動を支援してきた独立行政法人ボラ
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ン テ ィ ア ソ ー シ ャ ル ワ ー ク セ ン タ ー（Center for

政府側に立つアナセン氏からも、また市民側に立

Frivilligt Socialt Arbejde）のコンサルタントである

つイェーア氏からも、肯定的な回答は得られなかっ

メッテ・イェーア氏（女性、30 代）は異なる見解

た。「社会的企業」もデンマーク社会では輸入され

を示す。イェーア氏は、たしかにこの数年、生産や

た概念にとどまり、具体的な活動として展開された

雇用の「リソース」として政府がボランタリーセク

例が少ない（Boje&Friedberg&Ibsen 2006: 119-142）。

ターを見ようとしていることを認める。ただしそれ

むしろ、そのようなボランタリーセクターに対する

がほとんど当てにならない、政府の思い込みなので

経済的意図が、「福祉サービス」分野の提供者とし

はないかと見ている。なぜなら、活動を支えている

ての期待を生み、「生産や雇用のリソース」とみな

のはほとんど力をもたない個人だからだという。

される懸念になっていることがイェーア氏により
指摘された。

ボランタリーセクターはリソースとしてとく

しかし彼女の懸念は、翌年、より明確な形となる。

に国家の側から注目されています。政治家たち

2010 年、デンマークの社会統合省は「市民社会戦

は、どのアクターが何を生産しているのかを見

略」という方針を発表し、社会的領域で活動してい

ようとし、その費用対効果を測ろうとしていま

るアソシエーションに、今まで以上に公的な「社会

す。けれどもそれには反対したいです。なぜ

問題」に深く関わる活動を促進させる方針を打ち出

なら、アソシエーションは生産や雇用のリソー

した（Socialministeriet 2010）
。これはボランティア団

スではなく、生活の質そのものであるからで

体に直接的な福祉サービス供給者になってもらおう

す。… アソシエーションの多くが、ボランティ

という主旨ではないものの、
「諸問題が深刻化する前

アによって支えられています。雇用しているス

の予防」に役立つような活動をしてもらうこと、ま

タッフがいるわけではなく、そのため、政府や

た 2020 年までにデンマーク国民の 50％がボランティ

その他の財団が要求する書類を作成する仕事

ア活動に参加するような仕組みを作ること、そのた

だけでも、ボランティアスタッフが家に持ち帰

めに１億クローネ（約 15 億円）の予算を組むことを

り、週末の時間を削って行っているというのが

盛り込むものである（Socialministeriet 2010: 11-12）
。

現状です。… 個人的には、ボランタリーセク

この方針の発表を受けて実施された新聞社の調

ターが、国家や市場との競争にさらされるのは

査によると 7）、回答を寄せた 183 団体のうち 8 割の

合理的ではないと思います。（イェーア氏）

団体はこの方針に賛成している。ただしその理由
は、社会的領域で活動している団体の多くがすでに

イェーア氏は、福祉サービス供給者としてアソシ

そのような予防的活動を実施してきたからであっ

エーションが注目されているが、赤十字社や修道会

て、さらなる「仕事」を引き受けられるからではな

などの、福祉制度が十分に発達する以前から組織さ

い 8）。この調査を分析したロスキレ大学のボイエ教

れてきた伝統的な団体を除いて、ボランティア団体

授は、新聞記者の取材に答えて、調査の中ですでに

が公的な課題を引き受け、継続的な提供者となるこ

これだけ多くの団体が、「現在も重い役割を担って

とは難しいと証言する。移民背景をもつ人々の統合

いる」と回答していることは問題だと話し、「ボラ

について尋ねたところ、同じ志向をもつ人たちが自

ンティアに対して、通常の公務員に対するような継

助グループを組織することは可能であるものの、そ

続性、透明性、報告の義務を押しつけることはでき

れを促す予算やプログラム、助言者の数が圧倒的に

ない」と念を押している 9）。

不足していると指摘する。
文化的衝突への対処として、統合に関する「個人

以上のように、ボランタリーセクターの利用可能
性、とりわけ、文化的衝突や雇用創出という点につ

的なプロセス」にボランタリーセクターが貢献でき

いて見てみると、前者については「個人的プロセス」

るとのアナセン氏の見方は、ひとつの方向性を示

に限定したり、適切な支援策を用意できれば可能で

す。予算や助言者の不足を指摘しながらも、移民背

はあるものの現状ではまだそれらが欠如している

景をもつ人たちによる自助グループの組織が可能

状態であることがわかった。後者についてはデン

だろうというイェーア氏の見方も、具体的な方向性

マークにおいてはあまり真剣に検討されていない。

だと言える。それに対し、新たな雇用創出の点では、

むしろ、ボランタリーセクターに対する生産や雇用
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のリソースとしての国家の期待は、研究者の間でも

すという点であった。この弊害を乗り越える代替

望ましくないものとされていることがわかった。

案として、デンマークでもとりわけ、介護、教育、
保育、訓練といった対人サービス分野におけるサー

４．「下請け化」をめぐって
4-1. 福祉多元主義と対人サービス

ヨーロッパの「サードセクター」をめぐる市民

ビス供給主体の多様化、すなわち福祉多元主義が追
求された（Hegland 1994）。
代表的なものに、訪問ボランティア（Besøgsven）

社会によるコントロールという議論は、福祉多元

がある。一人暮らしの高齢者を訪問しお茶の時間を

主義が検討された時期から始まった。福祉多元主

ともにするこの活動は、デンマーク語を習得途中に

義は、福祉サービスの供給主体として、国家セク

ある外国人に推奨されている対人サービス分野の

ター、民間セクター、ボランタリーセクター、イ

活動である。高齢者にとっては、ゲストを招く楽し

ンフォーマルセクターの四つを考慮する考え方で

みを経験し、また外国人にデンマーク語を教える役

ある。エヴァースが四者のバランスをとりながら

割を果たすことになる。訪問する側にとっては、デ

も、基本的な責任の所在を国家セクターに求めるの

ンマークの家庭を身近に経験し、デンマーク語を話

に対し、スウェーデンの政治学者であるペストフ

す機会となる。ひとり親家庭の子ども達を訪問し、

は、スウェーデンにおいては社会的企業が社会民主

宿題をみたりおしゃべりの相手になる「子どものた

主義的価値を刷新する力をもちうる点を評価する

めの大人ともだち（Børns Voksenvenner）」の活動も

（Evers&Laville 2004: 11-42; ペストフ 2000）。ペスト

同様である。どちらも、対象者と支援者が、互いの

フのトライアングルとしてよく知られている図は、

相性をさぐりながら人間関係を築くことがベース

これら国家、市場、コミュニティ（家族）の各セク

になる活動のため、形式的な平等主義とは相容れな

ター内にも、公式か非公式か、営利か非営利か、公

いし、おしゃべり以上の「サービス」を提供するわ

的か私的かによって区別がもたされうることを示

けでもないためビジネスにも発展しにくい。この意

している

10）

。

味で、国家や市場が代替できない「対人サービス」

たしかに、福祉国家の再編が進む社会では、ある

をボランタリーセクターが担う例に当てはまる。し

活動自体がどのセクターに担われ、それがどのよう

かし、そのような対人サービスが、外国人にとって

に区別されるかを個別に検討する必要が生じる。社

の統合の手段としてプログラム化されたり、若者の

会的領域における活動は、国家だけがその担い手で

就学や就業のポイントとしてカウントされたりす

はないために、活動に対するチェックをどのように

ると、自由意志に基づくボランティア活動ではな

行えばいいのかが自明ではない。とりわけ、国家の

く、対価を伴う活動へと変化しうる面を持つ。この

責務が不当にボランティア団体等に振り分けられ、

変化がそのまま「下請け化」につながるわけではな

安価な労働力の調達先となったり、望まない活動が

いが、互恵性のバランスを崩し、関係する団体や人

強制されたりするなど、ボランティア団体が国家セ

に非対称の力関係を持ち込むことになる。けれども

クターや市場セクターの「下請け」となる問題が懸

デンマーク社会が、この点についてどのような対応

念される。エヴァースは「市民社会」がコントロー

が見込めるのかは今のところ明らかではない 11）。

ルする必要性を指摘し、またペストフは「社会民主
主義的価値」がそのようなコントロールを担保する
と考えるが、デンマークの場合、この問題にどのよ
うに対峙しているのだろうか。

4-2. ヒアリング調査より
福祉多元主義のもとで、福祉サービスの供給主体
が多様化する際に、アソシエーションが政府や企業

デンマークでも、普遍主義的な福祉国家体制が完

の「下請け」と化す可能性はないのかどうか、デン

成した 1980 年代頃以降、福祉国家の再編が議論さ

マークの事情に詳しい 5 名の研究者に対して質問

れるようになった。デンマークの社会学者トーア・

をしたところ、5 名から同じ返答があった。いずれ

ヤコブ・ヘグラントによると、財政的危機、機能的

も下請け化はない、という回答だった。南デンマー

な危機、そして正統性の危機として判明したのは、

ク大学のビヤネ・イブセン教授（男性、30 代）は

福祉サービス分野では、形式的平等を重視する官僚

次のように説明する。

主義的な対応がときに非人間的な扱いを引き起こ
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ボランタリーセクターは、自律性を持っていま

らないような歯止めが、理念的には設定されている

す。政府は確かに支援はするものの、活動の内

ことを強調できる立場にある。エヴァースのいう市

容を指示できるわけではありません。社会福祉

民社会によるコントロールとは、しかし、専門家に

領域については社会サービス法第 18 条にある

よる理解が進んでいるだけでは成立せず、一定の社

ように、政府はアソシエーションを「支援しな

会的合意があるかどうかが問題になるだろう。ペス

ければならない」。それがフレームのすべてな

トフのいう社会民主主義的価値による担保の場合

のです。（イブセン教授）

も、法律による根拠のみでは弱く、それが市民社会
の中で活かされているかどうかが確認される必要

社会サービス法第 18 条には、たしかに、地方自

があるだろう。下請け化については、デンマークの

治体が「アソシエーションを支援する」とあり、そ

場合、そのような傾向は見られなかった。ただし何

の逆ではないことが記されている

12）

。政府が関わ

が歯止めとして機能しているのかを探っても、法律

るのは、支援すること、支援のための資金を拠出す

以外の根拠は見あたらなかった。とはいえボランタ

ること、協力の枠組みを設定すること、ガイドライ

リーセクター研究の第一線に携わる研究者たちが

ンを定めることに限定されている。

いずれも、下請け化の可能性に対しても否定的だっ

国立社会科学研究所のトーベン・フリードベア氏

た点は特筆に値するだろう。

（男性、50 代）もまた下請け化は起こっていないと
明言し、セクターごとの役割が異なる点を強調する。

５．考察

5-1. 国家セクターとボランタリーセクターの分業
国家セクターとボランタリーセクターはもと

福祉国家の再編がボランタリーセクターに与え

もとその役割を異にしています。政府はボラン

る影響について、デンマークを事例に概観してき

タリーセクターに命令も要求もできません。そ

た。デンマークの場合、21 世紀になって顕在化す

の意味では、政府はボランタリーセクターに依

る福祉国粋主義的傾向を背景に、移民背景をもつ

存することもできません。依存することを前提

人々のデンマーク社会への統合が国家の課題とさ

に事業を設計するのは間違っていることにな

れている。また、経済成長の鈍化や若年失業率の増

ります。…「ハードワーク」に関しては、政府

大を背景に、雇用の創出が喫緊の課題となってい

セクターが面倒をみるべき分野です。それをボ

る。このような国家の課題に対して、従来のような

ランタリーセクターに担わせることは、任務が

教育政策や労働政策ではなく 19 世紀以来の伝統を

ハードになればなるほど困難となり、そのため

もつアソシエーションが、何らかの解決策になるの

に社会が機能しなくなる可能性が高くなるで

ではないかという期待が寄せられている。ヒアリン

しょう。それは効率的ではありません。
（フリー

グ調査から分かったのは、文化的衝突の対処に対し

ドベア氏）

ては、適切な支援策とセットになれば、アソシエー
ション活動が一定の役割を果たせるかもしれない

独立行政法人ボランティアソーシャルワークセ

という点だった。とりわけ、移民背景をもつ人たち

ンター所長ラウスト・クリステンセン氏（男性、60

が、子ども時代からアソシエーション活動に関わる

代）もまた、同じ理由で下請け化の可能性を否定す

よう支援ができるかどうかが問題となるだろう。ク

る。社会サービス法第 18 条がボランタリーセクター

リスチャンセンの研究は、すでに学校や職場に適応

を統括する法的根拠となっていること、そしてたと

できている人たちにアソシエーション参加が見ら

えボランタリーセクターが安価な労働力の調達先

れたことを示しているのに対し、アナセン氏の見解

となったとしても、中長期的にはそれがあまりに非

はむしろアソシエーション活動への参加が教育や

効率だと指摘する。

雇用への適応を高めるという見方であった。ただし

今回話をうかがった研究者はいずれもこの分野

この点については、どちらが先かという点よりも、

に精通した専門家であり、当然ながら法律や制度、

イェーア氏が指摘するように、プログラムや予算、

現在の状況を熟知している。福祉多元主義が進行す

助言者の数の確保がまずは望まれる。

る福祉サービス分野において下請け化が問題にな

70

ボランティア学研究

Vol.12

それに対し、雇用創出というもうひとつの課題

デンマーク・ボランタリーセクターに対する役割期待

については、ほとんど検討されていないことがわ

セクターのこのような分業はしかし、他国において

かった。たしかに、一部の研究者はアソシエーショ

は福祉多元主義によって見直されてきたにもかかわ

ンに対する期待の一つに数え入れるものの、実際に

らず、デンマークにおいては依然として継承され、

はほとんど関心の対象とはなっていない。それよ

社会サービス法がその区分を保証している 13）。

りも、ボランタリーセクターを生産や雇用のリソー
スとして見る国家の傾向に対する懸念のほうが示

5-2. 労働者の権利とボランタリーワーク

された。ただし、そのような懸念は、少なくとも研

デンマークの研究者たちに共通する落ち着いた

究者の視点からは実際に問題になっているわけで

態度を説明するもう一つの理由は、労働者の権利

はない点が確認できた。「下請け化」をめぐる筆者

が強いからだと推察できる。デンマークでは労働

の質問についても、デンマークでは、国家セクター

組合の組織率が 68.8 ％で（2009 年）OECD 加盟 34

や企業セクターによるボランティア団体の下請け

カ国中フィンランド（69.2％）に次いで高い 14）。こ

化は起こっておらず、問題にもなっていないと、研

の 10 年間で組織率が低下しているとはいえ、現在

究者は口をそろえて回答した。そして、法律で守ら

でも賃金や労働条件に関する交渉は組合をとおし

れていること、たとえそのような状況が起きたとし

て行われる。使用者に従業員解雇の権限を認めなが

ても効率的ではないために長続きしないだろうと

ら、解雇された労働者に対する職業訓練の機会を組

証言した。このような落ち着いた態度は、ヨーロッ

合側が保証することで、頻繁な職業間移動と低い失

パの研究者たちが、福祉多元主義に伴うリスクとし

業率、高い再就職率を実現してきた積極的労働市場

て、何らかの方法で国家セクターではない主体が

に適応するデンマークモデルは、政労使の三者協調

コントロールしなければいけないと強く警戒する

路線によって成立している。2000 年以降、デンマー

態度からはかけ離れている。ボランタリーセクター

クでも職の非正規化は進んでいるが、三者協調路線

が比較的「弱い」立場であるために、安い労働力の

による雇用対策が、失業率の悪化を比較的軽度に抑

調達先として活用されたり、望まない活動を強制さ

えている（鈴木 2010: 203-241）。無償のボランタリー

れたりする可能性について、なぜ、デンマークでは

ワークに関して、組合を通じた労働者の権利保障が

さほど心配しなくても済むのだろうか。二つの理由

あるわけではないが、アソシエーションとボランタ

が考えられる。

リーワークの担い手の間には、労使間と同等の準拠

一つは、市場セクターが比較的弱いから、とい
うのがその理由である。社会的企業を重視する「大

枠が当てはめられ、活動内容や活動条件についての
交渉が行われていると想定できる。

きな社会（The Big Society）」を推進しているイギリ

ボランタリーワークも含む「労働」の再編問題を

ス政府や、社会的企業が多様な雇用を生み出してい

整理する社会学者の仁平典宏は、1990 年代以降に

るスウェーデンと比べると、デンマークは一般的に

日本や先進諸国で起こった雇用の劣化を、生産労働

社会的企業を含めた市場セクターのもつ力が弱い。

における「賃労働の不払い労働化」と名付け、非正

一般政府支出の対 GDP 比は 50％を超え（2006 年）、

規雇用の増大や長時間労働の常態化を説明してい

政府による雇用者が労働力に占める割合も約 30％

る。このとき同時に、それまで無償のボランタリー

である（OECD 2009）。デンマークの基幹産業は金

ワークとされてきた分野に、NPO や社会的企業に

融業や運送業、製薬業であるが、資源を有さない

よる雇用を通じた有償のボランタリーワークが生

国土ゆえに重化学工業はほとんど発展せず、従業員

まれ、再生産労働における「不払い労働の賃労働化」

100 人以下の中小企業が多い。市場セクターが相対

が進んだ。その結果、生産労働と再生産労働の境界

的に弱いため、社会のニーズを満たしてきたのは国

が「曖昧化」し、何が労働か、賃金は何に対して支

家セクターだった。20 世紀を通して福祉国家が順調

払われるのかという考え方自体をも曖昧にしてい

に形成される中、社会問題を扱うアソシエーション

ると指摘する（仁平 2011b: 18-19）。

であっても、社会的企業のような形態をとらなくて

おそらく、このような「曖昧化」は、権利主張の

も、すなわち社会問題に対するアドボカシー機能と

よりどころを持たない、市場セクターに従順な労働

サービス供給機能の両者を一度に引き受けなくても、

者のいる社会から始まる。あるいは、社会問題につ

活動することができた。国家セクターとボランタリー

いても、国家セクターに訴えるよりも市場セクター
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で成果を上げるほうが手っ取り早くアドボカシー

ネートする中間支援組織の役割がますます重要に

機能を果たせるような社会から始まる。デンマーク

なるだろう。

の場合、労働組合の高い組織率と政労使による三者

2010 年にデンマーク政府が発表した「市民社会

協調路線の雇用政策により、生産労働における「賃

戦略」には、今後 4 年間かけて政府が積極的にボ

労働の不払い労働化」を今のところ回避している。

ランタリーセクターと協力関係を築き、「新しい解

しかし、この準拠枠がボランタリーワークについ

決策をともに開発し、協力者として、時にライバ

て、今後も継続して当てはめられ続けるかどうかは

ルとして力を試しながら、社会的領域における活

わからない。

動を向上させる新しいアイデアを生み出す」とある

デンマーク国内の調査に携わったフリードベア

（Socialministeriet 2010: 11）。福祉国家の再編の影響

氏は、近年、若い女性がアソシエーション活動にま

を受けるデンマーク社会において、アソシエーショ

すます関わるようになった傾向について、「理想主

ンが新しい役割を適切に演じるには、ボランタリー

義的な考え方」が若者の間に広がっているからだと

ワークをする主体の権利を守りつつ、ボランタリー

述べている。

セクターが政府と協力できる体制の構築が求めら
れるだろう。

若い女性が社会福祉分野のボランティア活動
に熱心に参加する傾向はたいへん興味深いこ
とです。… 社会福祉分野における若い女性の

【注】
1)

（=2007）、および Korsgaard（=1999）を参照した。

活躍は、おそらくいくつかの説明が可能です。
第一に、女性が長く高い教育を受ける傾向が

デ ン マ ー ク 近 代 史 に 関 し て は 橋 本（1999）、Koch

2)

文化的衝突は「平等、自由、権利と義務」や「多様

あるということ。近年では、女性のほうが長い

な価値観」を学ぶ民主主義に基づく教育によって、

期間、教育を受けている傾向が強くなっていま

失業の問題もフレキシキュリティ政策によって対応

す。また、それに応じて、ボランティア活動に

すると一般的には理解されてきた（野村 2010）。

役立つスキルを身につけつつあるということ

3)

デンマークのほかスウェーデン、オランダが当ては

も重要です。ただしそれ以上に、理想主義的な

まる（宮本 2004）。スウェーデンの非営利セクター

考え方が一般的に受け入れられつつあるとい

に関する包括的な論考に吉岡洋子の研究がある。吉

う傾向もあるのではないかと私は考えていま

岡は、福祉政策の大きな転換が見られた 1980 年代

す。社会にとって何か意味のあることをした

を中心に、福祉サービス供給が民営化される過程に

い、そのことによって大きな満足を得られる、

ついて分析している。また 2000 年以降、現実には

というような考え方が、若者の間に定着してい

非営利セクターが供給するサービス量は少ないが、

るようです。（フリードベア氏）

「福祉サービス生産役割に関する論争」は目立って
いると指摘する（吉岡 2008: 82）
。デンマークよりも

このようなフリードベア氏の指摘を日本社会に

産業界の意向が強く働き、福祉の民営化も一足早

当てはめると、ボランティア活動は政府による周

かったスウェーデンとデンマークとでは、事象の詳

到な動員の形式だとする「動員」論として（中野

細は必ずしも一致しない。しかし 19 世紀以来の伝

2001）、あるいは無償で劣悪な労働を他者のためと

統から外れる、21 世紀型アソシエーションの果たす

いう美名のもとにカモフラージュする「＜やりがい

役割に関心を寄せている点で、本論文は吉岡の研究

＞の搾取」論として ( 本田 2008; 仁平 2011a)、否定

と共通する。

的に解釈されるだろう。デンマークの若い女性た

4)

6 日から 9 月 9 日にかけてデンマークのオーデンセ

ちの理想主義的な発意と行動が、下請け化を招く搾
取や動員といった「ボランタリーワークの劣化」

本論文で引用するヒアリング調査とは、2009 年 9 月

15）

およびコペンハーゲンにて筆者が研究協力者である

に転じないためには、将来的には、労働組合に準じ

ロスキレ大学の鈴木優美氏と実施した 5 名の研究者

るような、ボランタリーワークをする主体の権利

に対する調査を指す。詳細は坂口（2011）を参照。

を守るための組織が必要になるだろう。あるいは、
そのような主体の権利を守りつつ、活動をコーディ
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5)

ただし「社会的な領域」に絞ると、ボランティアの
半数が 60 歳以上で、20 歳未満は 2％にとどまる (Boje,

デンマーク・ボランタリーセクターに対する役割期待

6)

7)

8)

Friedberg & Ibsen 2006: 9-14)。デンマークの総人口は

Forms/R0710.aspx?id=135328#K2. Accessed February

約 550 万人、労働人口は 264 万人（2011 年）である。

21, 2012.

ただし 19 世紀のアソシエーションとは異なり、政

13) とはいえ経済成長の鈍化が定着しつつある現在、こ

治的志向を共有する政治的結社としての、あるいは

れまでの落ち着いた態度が通用しないところにさし

経済的利害に根ざした協同組合としての色彩を徐々

かかっている。また下請け化問題については、実際

に薄めており、実際には異なるものであるとの指摘

に福祉サービス供給を担う各団体へのヒアリング調

もある (Anderson 2008: 201-216)。

査を実施する必要があるだろう。

デンマークの全国紙 Politiken が 2010 年 6 月 17 日か

14) OECD StatExreacts Website. Available at http://stats.

ら 25 日まで実施したアンケート調査。子ども、若者、

oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN. Accessed

家族、高齢者、ボランティア促進、人道的活動、教

February 21, 2012.

会活動、移民・難民、アルコール・麻薬濫用者、障害

15) 仁平は無償のボランタリーワークが賃労働化する方

者を支援する 183 団体が回答した。Politiken Website.

向を指摘しているが、これは同時に、無償のボラン

Available at http://politiken.dk/indland/ECE1028953/

タリーワークに、賃金が支払われる労働と、依然と

frivillige-lapper-huller-i-velfaerden. Accessed February

して賃金が支払われない労働との区別が持ち込まれ

20, 2012.

ることを意味する。「やりがい」が賃労働の不払い

例えば糖尿病協会は 900 人のボランティアで電話相

化のために徴用されているとしたら、同じ図式はボ

談や講演会、相談会などを通して数千人の糖尿病患

ランタリーワークにも当てはまる。「ボランタリー

者の生活を支援しており、医療費の抑制に大きく役

ワークの劣化」が問題になるのはこのような文脈に

立 っ て い る。Politiken 紙 2010 年 8 月 4 日「 ボ ラ ン

おいてである（仁平 2011b: 20-30）。

ティアが福祉の穴を埋める」参照。Politiken Website.
Ibid. Accessed February 20, 2012.
9)

Politiken Website. Ibid. Accessed February 20, 2012.

10) ペストフのトライアングルについては次を参照のこ
と (Evers & Laville 2004: 17, Figure 1.3)。
11) 実際に、永住権取得の際に 1 年間の「ボランティア
活動」への参加実績を申請する項目が、2010 年 3 月
から政府により導入された。永住権取得には 100 ポ
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デンマーク・ボランタリーセクターに対する役割期待

The Expected Role of the Voluntary Sector in Denmark:
The Influence of Welfare State Restructuring
Midori Sakaguchi
(Meijigakuin University)
The studies on the voluntary sector have been strongly affected by the leading American scholars such as Lester M.
Salamon. Traditionally, in the United States, the government plays a limited role, leaving room for the informal groups
for social activities. Recent argument in Europe, too, expands how the civil society controls the voluntary sector as one
of the potential agents who offer the social services, under the conditions of the welfare state restructuring. In a small
country such as Denmark, there is increasing concern about the voluntary sector, reflecting the argument in Europe how
to utilize the resources of the voluntary sector for the government. The justification of the role they argue, however, is not
self-evident. This paper draws on qualitative interviews with five researchers in Denmark to explore how the relationship
between the state and the voluntary sector has changed under the influence of welfare pluralism.
Keywords: Voluntary sector, Denmark, Welfare chauvinism, Welfare pluralism
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【論文】
災害救援にみるイランの社会におけるローカル NGO の役割と発展

災害救援にみるイランの社会におけるローカル NGO の役割と発展
－ 2003 年 12 月 26 日イラン南東部地震の事例より－
岡

野

恭

子（元大阪大学大学院人間科学研究科）

【要旨】
人道支援の現場において、国際 NGO の役割とともに、長期的な復興支援の担い手として、また、地域に根
差した活動という視点から、ローカル NGO の役割が高まっている。しかしながら、ローカル NGO の発展に
はその地域の社会・政治・文化的背景が大きく影響している。イランは伝統的にボランティア精神が根付い
ていた社会であったが、その政治体制等の社会環境により、NGO を含む組織的活動に様々な制約があった。
しかし、2003 年に発生したイラン南東部地震により、国内において NGO 活動に対する意識は急速に高まり、
多くのローカル NGO が被災地にて救援活動に参加した。しかし、緊急期以降、NGO の多くは活動継続が困
難となっており、その要因として、社会に内在する NGO の発展を阻害する要因や、組織としての能力・財政
面における困難があることが明らかになった。イランの NGO を取り巻く社会状況を変えることは容易ではな
いが、イラン南東部地震の救援活動を通し、海外の援助者との協働により大きく発展した NGO もある。そう
した経験を積んだ NGO が今後の活動を通してイランの社会の中からローカル NGO の発展を牽引していくこ
とが期待される。
【キーワード】災害救援、ローカル NGO、イラン、社会

1．序論：研究の背景

1-1. 人道支援において高まるローカル NGO の役割

域に根差した活動を実施するという観点からも、
被災した国のローカル NGO の役割が高まってきて

近年続発する大規模な自然災害や紛争等の人道

いる。ALNAP もその重要性に触れ、国際 NGO や

支援において、その救援・復興支援の担い手として、

国連にとってローカル NGO は支援の終盤において

NGO（Non-Governmental Organization）の役割が急

その役割を委ねる存在であり、ローカル NGO と国

速に拡大してきている。こうした背景には、多様化・

際 NGO との協働がより実現できるよう、ローカル

複雑化する世界情勢や人道危機に対し、国家や国

NGO が能力開発や財政面においてより国際的な支

連等の国際機関といった従来の人道支援システム

援を受けることが可能となる支援枠組みを作る必

の枠を超えた活動が求められていることや、NGO

要性について指摘している（ALNAP 2010a）。

の活動の拡大とともに、世界的に人々の間でその
概念や役割が広く浸透してきていることが考えら
れる。特に、国際 NGO の成長は著しく、ロンド
ンを拠点に人道支援に関する調査及び評価を行う
ALNAP（Active Learning Network for Accountability
1)

1-2. ローカル NGO の発展に関する諸要因と事例
研究の必要性
しかしながら、ローカル NGO の活動や発展は、
その国の社会的・政治的・文化的背景にも関係して

and Performance） は、国際的な人道支援の主要な

おり、発展を促す環境にあるローカル NGO もあれ

提供者として、国際 NGO および国際赤十字・赤

ば、たとえ活動のニーズがあったとしても、置か

新 月 運 動（International Red Cross and Red Crescent

れている環境によりその発展が阻害される場合も

Movement）、国連、そしてドナーの 3 者を挙げてい

あると考えられる。つまり、ローカル NGO の活動

る（ALNAP 2010a）。

や発展、かれらに対する支援を考える際には、ロー

同時に、長期的・継続的な救援・復興支援の担

カル NGO を同質のものと考えるのではなく、かれ

い手となるのはその地域の人々であり、また、地

らが置かれている多様で固有の社会的・政治的・文
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化的背景にも目を向けた個別のアプローチを行う

立てば、その救援・復興支援においても、その地域

という視点が必要であり、事例研究の蓄積が求めら

の社会的・文化的背景に注目する必要があると言え

れている。

る。林（2010）は、災害研究に人類学的なエスノグ

本稿で取り上げるイラン・イスラーム共和国（以

ラフィー（民族誌）を応用することで、被災地の人々

後イランと記述）は、1979 年のイスラーム革命以降、

の視点から災害の復興過程の様相を長期的に調査

「イスラーム法学者による統治（velayat-e faqih）」を

し、その地域の社会や文化等の特徴を解明する試み

推し進め、その体制の維持のために西欧的な思想

を行っている。また、中村（2011）は、被災社会と

を排除してきたために、外部からは「閉ざされた」

の「共生」を実現する復興・開発をめざして、地域

社会環境にある国と言える。しかし、2003 年 12 月

の諸相に精通する地域研究者をはじめ、様々な分野

26 日、イラン南東部地震の発生により、イランは

の専門家との共同的な学際研究の実践から、受け手

諸外国から多くの援助団体を受け入れることとな

の立場に立った国際協力・人道支援のあり方につい

る。災害以前よりイランでの滞在経験のあった筆者

て提言を行っている。また、実際にも、こうした「文

は、その災害救援調査団のメンバーのひとりとして

化や慣習への尊重」は、人道支援下における支援者

被災地入りし、ローカル NGO の活動に関る機会を

の最低限の行動規範を定める「スフィア・プロジェ

得た。本稿では、筆者が以後継続的に実施した現地

クト」にも反映されている（Sphere Project 2004）2)。

調査をもとに、イラン固有の社会的・政治的・文化
的背景の観点から、イランのローカル NGO の活動
の実態と発展の過程を考察する。

2-3. 災害救援におけるローカル NGO の役割
緊急支援が必要になった際の第一次的な救援者
として、同時に、長期的・継続的な救援・復興支援

２．先行研究

の担い手として、また、地域に根差した活動を実施
する当事者として、ローカル NGO が災害救援にお

2-1. 災害と社会

災害研究において、災害をその地域の社会や文化

いて果たす役割は大きい。実際の現場においても、

という文脈で解釈を試みるアプローチがある。たと

2008 年 5 月にミャンマーを襲ったサイクロン・ナ

えば、災害の発生に関して人類学者の Oliver-Smith

ルギスは、死者数 15 万人以上、240 万人以上が被

（1996）は、災害は社会と科学技術、環境との相互

災するという大惨事をもたらしたが、情報統制の

作用の結果であり、自然的・社会的に構築された

厳しい軍事政権下のミャンマーにおいて、情報の不

環境のある特徴に、持続可能な形で上手く適応で

足、被災地へのアクセスの困難さから国際機関の活

きなかった歪みの現れであると述べている。また、

動が大きな制約を伴っていた中、ローカル NGO を

Hewitt（1983）も、災害の発生には貧困や不平等

含むミャンマーの市民社会（civil society）3）はその

といった社会的に構築される脆弱性（vulnerability）

「ローカル・ノレッジ（local knowledge）」を駆使し、

が大きく関係していると主張し、災害の発生を自

国際機関の支援を受けながら緊急支援において大

然科学的・物理的要因に求めるだけでなく、被災社

きな役割を果たした（ALNAP 2010b）。ALNAP は

会の有する本質的な社会的側面に目を向ける必要

その活動を、現地の社会的・政治的事情に精通して

性を指摘している。同様に、災害が社会にもたらす

いる地域の人々の救援は高い対応力、迅速力、広範

インパクトという観点からも、Oliver-Smith（2002）

性があり、典型的な国際的な救援方法よりもはるか

はその影響について、災害は人的・物的損失をもた

に地域に適しており、かつ低予算であると評価して

らすのみならず、災害という強い衝撃や復興までの

いる（2010b）。

ストレスにより、人々の核となる価値観を剥き出し

しかしながら、後の報告によると、ミャンマー

にし、被災社会の本質的な特徴を浮かび上がらせる

政府が緊急事態の収束を宣言した後、多くの NGO

と指摘し、災害がその社会に内在する価値観や特徴

は活動を継続する意志はあるものの、資金と能力

を顕在化させるものであると主張している。

の不足により活動困難に陥っていることが明らか
となっており、ローカル NGO を国際機関の実施

2-2. 災害と支援の社会性

パートナーとして捉えるだけでなく、そのキャパシ

災害が社会的・文化的構築物であるという視点に
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ティ・ビルディングに資金を投入することの必要性

災害救援にみるイランの社会におけるローカル NGO の役割と発展

が訴えられている（IRIN 2011）。

は 1990 年のルードバール地震であると述べている。
イラン国内における防災意識は急速に高まり、ま

３．事例研究：イランの社会におけるロー
カル NGO の役割と発展

た、世界的にも 1990 年以降は国連を中心とした「国
際防災の 10 年」にあたることから、イランにおけ

3-1. 背景

る災害対応は 1990 年以降、活発に推進されるもの

(1) イランにおける災害対応の概要

と思われた。しかしながら、ルードバール地震から

イランは、中東に位置するイスラーム共和国であ

の 10 年間、国内の防災体制には大きな進捗は見ら

り、首都をテヘランに置く。国教にシーア派イス

れず、国家レベルでも国民の間でも防災に対する意

ラームを定める唯一の国であり、1979 年のイスラー

識は薄れていき、関係機関も確固たる地位を確立で

ム革命により王政が廃止され、現在のイスラーム共

きないまま時間が経過していることから、Bahrainy

和国が樹立された。公用語はペルシア語。

（2003）は、「イランにおける国際防災の 10 年は成

イランは地震大国であり、20 世紀中に発生した

功しなかった」と述べている。Bahrainy（2003）は

153 件の主要な大地震のうち、17.6％はイランで発

また、来る大震災に備え、緊急事態に対応する新た

生しており、その被害は甚大であった（Bahrainy

な省庁や独立機関の創設等、国内におけるシステム

2003）。しかしながら、潜在的な地震のリスクを認

の早急な改革を訴えており、その数か月後にイラン

識しているにもかかわらず、建造物の耐震化や防災

南東部地震は発生している。

教育の実施等、国としての地震対策は十分に整備さ

国としての災害対応が整備されない中、近年の

れてきておらず、近年では人口の爆発的な増加と急

イランにおいて人道支援の中核を担っているのが、

速な都市化に対応するために、首都テヘランをはじ

イラン赤新月社（Iranian Red Crescent Society）であ

めとする大都市では脆弱な建造物が建てられてお

る。イラン赤新月社は 1992 年に創設され、93 年に

り、地震に対するリスクは非常に高くなっていると

国際赤十字・赤新月社連盟（International Federation

報告されている（IIEES 2005）。

of Red Cross and Red Crescent）に加盟した 4）。イラ

イランでは、1979 年のイスラーム革命以後、政

ンにおける最大の災害救援組織であり、国レベルの

府系の住宅公社（bonyad-e moskken）によって全土

災害対応で示した 29 の機関のひとつで、13 の主要

で農村開発が進められており、1980 年から 8 年続

な活動のうち、教育と救援（特に緊急人道支援）を

いたイラン・イラク戦争の戦後復興を担ったのも住

担っているが、独立した災害救援組織としての地位

宅公社であった。つまり、国としての開発の取り組

も確立している。

みは主に住宅公社が担っており、その内容は住宅
の再建が主なものであった。その流れを変えたの
が、1990 年、イラン北西部のルードバール（Rudbar）

(2) イランのローカル NGO の現状
Namazi（2000） は、 イ ラ ン は そ の 厳 し い 自 然

を襲ったマグニチュード 7.2 の地震である。死者数

環境や度重なる外部からの攻撃、長年にわたる戦

は約 3 万 7 千人、負傷者数は約 6 万人以上と推定さ

争、また、その信仰（イスラーム）に基づく思想

れており、この地震を機に、1991 年には自然災害

や規範等の内的・外的要因から人と人とのつなが

軽減のための法整備が行われ、内務省管轄の自然災

りが強く、イランにおける「ボランティアの精神

害対策本部が創設された。また、自然災害のあらゆ

（volunteerism）」は人々の間に深く根付いていると

る側面に対応するため、内務省は「安全と復興に関

述べている。そのため、NGO という概念が外から

する調査調整局」を編成し、行政に関わる調整を当

持ち込まれる以前より、イランには伝統的にコミュ

局が、研究に関わる調整を「国家自然災害軽減委員

ニティに根差したボランティア組織（Namazi はこ

会」が担うことになった。しかし、主な 13 の活動

れ ら を Community-Based Organizations: CBOs と 称

（防災、救援、早期警告など）は 29 の機関にまたがっ

している）や慈善事業（charity）を行う団体が数

て行われており、国レベルで災害対応を統括する責

多く存在しており、その活動も非常に活発に行わ

任機関がなく、業務の内容に多くの重複がある上、

れていた。

調整にも困難を生じさせている（Bahrainy 2003）。
Bahrainy（2003）は、イランにおける「震災元年」

イランにおいて NGO の概念が伸張する契機と
なったのは、1997 年に改革派のセイエド・モハン
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マド・ハータミー政権（1997-2005）が樹立された

たり、責任者の属人的裁量によってその結果が異な

ことに大きく起因すると考えられる。ハータミー

るため、手続きが極めて煩雑な状況になっている。

氏は新政権の目標として、国外に対しては「文明

NGO の活動に対する共通認識も欠如しているため、

間の対話」を、国内に向けては「法による統治」、

複数の意思決定機関から様々や制約を課せられる

「表現の自由」とともに、「市民社会の形成」を掲

場合もある。

げ、これまでの保守的な体制に新しい風を吹き込
んだ。その後、1998 年には世界保健機構（WHO:

③財政的要因

World Health Organization） の 支 援 の も と、 イ ラ ン

新しい NGO の多くはその活動や組織の運営に関

の NGO 向けのワークショップがイラン南部のブー

するノウハウを有していないため、活動を支える資

シェフル（Bushehr）で開催され、約 50 の NGO が

金を集めることができない場合が多く、必然的に資

イラン全土から参加し、NGO の役割強化の必要

金不足により活動継続が困難な状況に陥っている。

性とその阻害要因について議論された。また、同
ワークショップで採択された行動計画の実施団体
として、2000 年にテヘランにおいて Hamyaran Iran

(3) イラン南東部地震概要
このような状況の中、2003 年 12 月 26 日、午前

NGO Resource Center が 設 立 さ れ、2001 年 に は、

5 時 28 分（日本時間午前 11 時 58 分）、イラン南

Hamyaran の主催で「第 1 回 NGO 会議（Bushehr + 4:

東部のケルマーン州バム市周辺で、マグニチュー

Challenges and Approaches）」が北東部のマシュハド

ド 6.5 の 地 震 が 発 生 し た（ 図 1）5）。 国 連 人 道 問

（Masshad）で開催されている（Namazi 2000）。

題調整事務所（OCHA: United Nations Office for the

Hamrayan の代表である Namazi（2000）は、イラ

Coordination of Humanitarian Affairs） に よ る と、 死

ンの NGO のエンパワーメントが阻害されている要

者数は約 4 万 3,200 名、負傷者数約 1 万 5 千人、避

因として、主に以下の理由を挙げている。

難者数約 7 万 5,600 名と報告されている。震災前の
バム市の人口は約 9 万 2 千人（周辺地域を合わせる

①政治的・法的阻害要因

と約 13 万人）と推定されており、地震によって住

イランでは反体制派の行動を封じ込めるために

民の約 4 人に 1 人が命を落としたことになる。ま

複数人が集まる集会を禁止、もしくは事前に申請し

た、建物の被害も大きく、Tiernry（2005）はバム市

て許可を得る必要があり、NGO の活動もそれを隠

の 95%、周辺地域の 85% の建物が倒壊したと報告

れ蓑に政治活動を行う危険性があるため、NGO は

しており、地震が同地域に甚大な人的・物的被害

内務省に NGO 登録をする必要がある。しかし、そ

をもたらしたことがわかる。その要因として、震

の手続きは政治政党の登録方法に準じているため、
申請から登録まで数年を要す事例や、登録自体認め
られない事例がある。また、こうした NGO 登録に
ついては一般的に周知されていないため、多くの
団体が未登録のまま活動をしており、摘発の対象と
なっている。
②イラン省庁の複雑な意思決定システムと調整機
関の欠如
NGO の管轄は内務省であるが、当局は NGO の
登録業務を行うに留まっており、活動を実施する上
で許可証が必要になる場合は、その関係機関に出
向く必要がある。しかし、イラン政府の意思決定
は各省庁や機関等の責任者の裁量に委ねられてい
る部分が大きく、また、書類文化であるために、許
可証を取得するのに関係機関をたらい回しにされ
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図１

イラン全土及びイラン南東部地震の震源地

災害救援にみるイランの社会におけるローカル NGO の役割と発展

源の深さが 10 キロと浅かったこと、早朝の地震発

①イラン南東部地震の災害救援の現場において、イ

生で多くの住民が建物内にいたこと等が挙げられ

ランのローカル NGO が実際にどのような活動を行

るが、最大の要因としては、バムの建造物の 53.2%

い、発展していったかを時系列的に明らかにし、そ

は伝統的な建築様式であるアドベ（adobe：日干し

の結果から、②イランのローカル NGO の発展要因

煉瓦）の組積造りの脆弱な構造であったこと、84%

と阻害要因を明らかにし、③イラン固有の社会・政

の建造物は耐震基準が設定される 1991 年以前に建

治・文化的背景におけるローカル NGO の活動と発

てられていたという外的要因に因る部分が大きく、

展を考察する。

犠牲者の死因の大半が窒息死であったと報告され
ている（Ghafory-Ashtiany 2005）。

3-3. 研究の方法

ケルマーン州は首都テヘランから南東に約 750 キ

筆者は様々な機会を得て、イラン南東部地震の発

ロ、バム市は州都ケルマーンから北東に約 200 キロ

生から約 2 年半にわたり継続的に現地調査を実施し

の場所に位置する。シルクロードの要衝として栄え

ており、本研究では、その一連の現地調査の結果の

てきた古都であり、砂漠地帯にありながら、伝統

中から、ローカル NGO の活動に関する要素を抽出

的な灌漑システムであるカナート（qanat：イラン

し、分析を行った。現地調査の概要は表 1 のとおり。

の地下水路）の発達により、デーツ（なつめやし）

また、調査方法は対象としたローカル NGO に対す

や柑橘類の名産地としても知られている。サーサー

る半構造化インタビューおよび活動の観察から成

ン朝ペルシア期（227-651）の史跡であるアルゲ・

り、本研究では、活動の概要を聞き取ることができ、

バム（arg-e bam：ペルシア語で「バムの城砦」の意）

復旧期まで追跡が可能であった 7 団体を取り上げる

はバムのシンボルとなっており、国内外から毎年多
くの観光客を集めていた。地震により、アルゲ・バ

（表 2）。
インタビューの内容は主に、① NGO の活動概要、

ムも 9 割以上が倒壊したが、2004 年にユネスコの

②活動を行う上で困難な点および支援のニーズつ

世界遺産に「バムとその文化的景観」として登録さ

いて聞き取り調査を行った。なお、対象 NGO の選

れている。バム郊外にはアルゲ・ジャディード（arg-e

定に関しては、混乱の中にあった被災地において、

jadid：ペルシア語で「新しい城砦」の意）と呼ば

数多くの団体が組織立った調整を欠いた状況で活

れる経済特区があり、高級ホテルや自動車工場など

動しており、また、その後もそうした団体の活動を

が立ち並び観光産業や企業誘致に注力していたが、

体系的に記録した情報へアクセスすることが適わ

企業買収による従業員の解雇やアメリカの経済制

ず、イランのローカル NGO の全体像を把握した上

裁等の影響、農業においても過去 6 年間にわたる旱

で適当と思われる団体を選定することが困難な状

魃の影響により、バム周辺の経済状況は芳しくな

況であったため、第 1 回目の現地調査時からのカウ

く、失業率も約 20％に上っていた。同時に、地理

ンターパートであるテヘラン在住の日本人の紹介

的にアフガニスタンとパキスタンの国境の町、ザー

からローカル NGO へのコンタクトを開始し、その

へダーン（Zahedan）に近いこともあり、アフガニ

後は調査を進める中でスノーボール方式で広がっ

スタンからの麻薬の密輸等、震災以前より社会的に

ている。また、現地調査で使用した言語は、テヘラ

も様々な問題を抱えていた（Tierney 2005）。

ンに本部を置く団体以外は英語での意思疎通が困
難であったが、第 1 回及び第 2 回までの調査におい

3-2. 研究の目的
上記背景を踏まえ、本研究では、2003 年 12 月 26

ては主に英語で、これは帯同していたイラン人協力
者による。3 回目以降の調査時は現地協力者を帯同

日に発生したイラン南東部地震を事例に、災害救援

せず、筆者による現地語（ペルシア語）で実施した。

の現場において、イランのローカル NGO がどのよ

なお、災害救援の現場では、被災地の状況やそれ

うな活動を行い、その後発展していったのかを、か

に伴う救援活動の動向は時間の経過とともに変化

れらを取り巻く社会・政治・文化的背景という観点

するため、本稿では災害救援の過程を「緊急期」
・
「復

に注目しながら考察する。

旧期」
・
「復興期」と区切り、各段階においてローカ

具体的な目的としては、イランにおける災害対応

ル NGO がどのように活動したかを明らかにし、そ

の歴史およびイランの NGO の現状を概観した上で、

の発展の過程を時系列的に明らかにする。なお、
「緊
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急期」
・
「復旧期」
・
「復興期」の定義は様々であるが、

供に留まっていった。体制として、中心的なス

本稿では、国連のフラッシュアピールで示された

タッフは代表の Namazi 氏とその娘の二名であっ

「緊急支援が必要とされる期間」が 3 ヶ月であるこ

たことから両名に情報が集中し、両名不在時に

と（UN 2004）、現実的にも 3 ヶ月を目途に多くの

は物事が進まないなど、活動が属人的になる傾

国際的な援助機関は被災地を去ることから、震災発

向があった。また、一時的に組織されたローカ

生から 3 ヶ月を広義の「緊急期」と定義する。また、

ル NGO が急増したため、ローカル NGO に関す

同フラッシュアピールは具体的な復興支援に向け

る全体像を把握するには限界があった。

て 1 年を目途に改定されることから、震災発生から

○ Association for Protect of Child Laborer (APCL)

1 年を「復旧期」、それ以後を「復興期」と定義する。

テヘラン本部
90 年代前半、ボランティアが集まって働く子

3-4. 結果：ローカル NGO の活動と発展の実態

どもたちの教育支援を行ったことが発端となり、

現地調査の結果、イランのローカル NGO の活動

恒常的な支援活動を行う団体に発展。イランの働

と発展の過程について、以下の通り明らかになっ

く子どもたちやアフガン難民の子どもたちへの

た。なお、イランは首都テヘランが急速な都市化を

教育支援をはじめ、子どもが働かなくても良い環

辿る一方、地方との格差が大きく、自ずと首都と地

境作りを目指した活動を行っている。

方における情報および資源の量と質の格差がロー

震災発生の数日後にはスタッフとボランティ

カル NGO の活動にも影響することが考えられるこ

アをバムに派遣し、団体のそれまでの活動の経験

とから、ローカル NGO の活動について、テヘラン、

を活かし、主に被災地の子どもたちの教育支援を

ケルマーン、そして被災地のバムと地域ごとに区分

行う。派遣されたスタッフはテヘランの政府機関

して記述する。

に勤めていた女性で（被災地支援のための休職）、
その堅実な人柄や適切な事業管理、豊富な経験、

(1) テヘランのローカル NGO

英語でのコミュニケーションが可能である点か

○ Hamyaran Iran NGO Resource Center

ら、現地での信頼できるローカル NGO を探す海

ブーシェフルの NGO ワークショップで採択

外からの援助団体から、緊急時の早い段階より

された行動計画の実施団体として 2000 年に設立

カウンターパートとして選ばれ、連携していた。

される。NGO に関する情報収集、情報発信、国

また、時間の経過とともに変化する被災地のニー

内外の支援者間の援助調整、NGO 活動に関する

ズに合わせ、描画や音楽、演劇による心のケアや、

啓蒙を行う。代表は、本稿で度々引用している

女性のための裁縫教室等を実施。海外の団体から

Iranian NGOs : Situation Analysis の 著 者、Namazi

財政的支援を受けることで長期的な支援活動が

Baquer 氏であり、イランの NGO の状況に精通し

可能となり、長く被災地で活動することで被災地

ている人物であり、流暢な英語を話す。

の人々との信頼関係も構築されていた。また、復

イランにおける唯一の NGO 調整機関として、

興の担い手は被災地の人たちであるという立場

震災発生直後より、主に海外からの援助団体に対

から、テヘランのスタッフが去った後も、被災地

する情報提供・情報共有を積極的に行い、海外の

の人々の手で支援活動が自立的・主体的に継続さ

援助機関とローカル NGO との橋渡し的な役割を

れるよう、復旧期より現地のスタッフを雇い、活

果たす。また、震災発生により、被災地の州都で

動を通してキャパシティ・ビルディングを行い、

あるケルマーンでの援助調整機関としての役割

復興期には現地の人々の手に事業移管されてい

を担うことになった Kerman NGOs House に対し、

る。その後もテヘランのスタッフがモニタリング

援助調整や今後の具体的な復興計画の策定にお

として被災地入りするなど、事後の事業管理も適

けるアドバイザーとしての役割を果たす。海外か

切に実施されていた。

らの援助団体が集中していた緊急期から、具体的
な復興計画を策定する段階にあった復旧期にお

○ YARA
イラン南東部地震を受け、大学生や社会人な

ける同団体の果たす役割は極めて大きかったが、

ど、テヘランの若者を中心に組織された団体。
「被

援助者の減少に伴い、団体の活動も平時の情報提

災地支援に対し、自分たちに何ができるか」とい
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う問題意識の共有からスタートしている。団体名

若者が集まり、建造物の耐震化のための活動を行

はペルシア語で「支援者」の意。

う。団体名はペルシア語で
「若き建築家たち」
の意。

都市の若者を中心に結成されていることから、

緊急期から復旧期にかけて、バムの建造物の被

メンバーの得意分野（英語、ＩＴ、エンジニア、

害状況を調査。また、今後のバムの建造物再建の

ジャーナリズム等）を活かした独創的な活動を計

ための耐震化についての調査を行う。調査の内容

画しており、海外からの援助団体と積極的にコン

は、耐震性に留まらず、好きな家のデザインや様

タクトを取っていた。緊急時には被災地入りして

式に関する質問紙調査を実施するなどユニーク

ニーズ調査を実施、テヘランにて海外の災害救援

であった。しかしながら、NGO としての活動と

の教訓を学ぶためのワークショップの開催、災

いうよりも、ケルマーン大学が中心になって行っ

害救援を行う海外のユース団体とのネットワー

ている面が多く、実質的には活動自体は大学に吸

ク構築など積極的に活動していたが、時間の経過

収された形となっている。復旧期において、質問

とともに、数名の主要なメンバー以外の若者の意

紙調査の結果を分析し、資材の調達を始めるとい

識も薄れ、復旧期から復興期にかけてはメンバー

う段階まで追跡したものの、その後実行されたか

も散り散りになっており、恒常的な活動は事実上

どうかは不明である。

行われていない。
(3) バムのローカル NGO
(2) ケルマーンのローカル NGO
○ Kerman NGOs House

○ Association for Protect of Child Laborer (APCL)
バム支部

ケルマーン州の NGO の調整機関として設立

イラン南東部地震を契機に、テヘランの APCL

（設立年は不明）。テヘランの Hamyaran と同様に、

本部から派遣されたスタッフにより立ち上げら

ケルマーンにおける NGO 活動に関する情報収集、

れる。活動概要はテヘランの APCL のバムの活

情報共有、援助調整、啓蒙活動を行う。

動に同じ。

イラン南東部地震の発生時には、被災地の州都

○ Nobavaran Bam

にある調整機関として、国内外からの援助者の現

イラン南東部地震を受け、バムの住民が自発的

地レベルでの調整役として活動。国際機関の多

に組織した団体。被災地のニーズ調査に基づき、

くが支援計画の策定や援助調整においてカウン

被災地に必要な生活物資を提供することを目的に

ターパートとしていた。海外の援助団体と協働す

する。団体名はペルシア語で「新しい信念」の意。

る経験は多く有しておらず、そうした側面をテヘ

自らも被災者であることから、被災地のニーズ

ランの Hamrayan が支援を行っていたが、あくま

をもとに、生活物資の配布を計画するが、活動の

でテヘランの団体である Hamrayan と、現場で働

経験も予算も皆無であったこと、英語を話すメン

く同団体との間では支援に対する温度差があり、

バーがいなかったこと等の理由から、海外の援助

コミュニケーションが上手く行っていない場面

団体にも業務の信頼性という面からカウンター

が会議の席上で散見された。また、英語を話す

パートとして支援を受けることが出来ず、直接的

コーディネーターが 1 名のみで、同人に調整業務

な支援活動はほとんど行われることなく、復旧期

が集中していたため、海外と協働して得られた経

の段階では追跡することが不可能となっていた。

験や実績が組織内に蓄積されたかは不明である。
Hamyaran 同様、海外の援助者が集中した緊急期

3-5. 考察

から復旧期にかけては活発に活動していたが、復

(1) イランのローカル NGO が果たした役割

興期には現地のローカル NGO に対する情報共有
等の業務に留まっている。
○ Mehrazan Javan

イスラーム革命以降、西欧的な要素を排除し、情
報の統制も厳しいイランにおいて、海外からの援助
者が被災状況の全体像や地理的情報を即座に把握

イラン南東部地震で被災地の建造物が壊滅的な

し、活動を開始することは困難であった。その状況

被害を受けたことを契機に、ケルマーン大学で建

下、「ローカル・ノレッジ」を活かして現地の道先

築を指導する教員やその学生、建築家として働く

案内人としてローカル NGO が果たした役割は大き
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い。実際、緊急期に海外からの援助者が押し寄せた

された形となった。

際、その調整機関として Hamrayan や Kerman NGOs

しかしながら、その中でも、震災を機に着実な

House はその窓口としての役割を果たし、国際機関

発展を遂げた NGO もあり、APCL はその事例と言

とイランのローカル NGO とのニーズのマッチング

える。APCL が長期的・継続的に活動できた大きな

をするなど、両者の橋渡し役としての機能を果たし

要因として、①震災以前より地道に活動していた

ていた。その背景として、イラン南東部地震以前に

実績があり、組織としての活動運営能力が備わっ

Hamyaran が設立され、ハータミー政権の樹立など、

ていた、②本部から被災地に語学力（英語）を含

イランの社会においても NGO の概念が伸張する土

む能力のあるスタッフが派遣されていたことから、

壌があったことは大きな意味を持つと考えられる。

現地でカウンターパートを探す海外の援助団体と

また、APCL は、かれらのこれまでの経験と現場の

パートナーシップを結ぶことが可能となった、③そ

知を活用することで海外からの団体と上手く連携

の結果、継続的な活動が財政面でも支えられると

し、同時に活動の実施を通して海外のノウハウを学

ともに、組織の能力面でのキャパシティ・ビルディ

び、大きく成長していった。また、多くの国際機関

ングが促された、という点が挙げられる。同時に、

が、国連のフラッシュアピールにおいて「緊急期」

復旧期で運営困難に陥った団体にはこうした要素

とされる 3 ヶ月を目途に被災地を去っていく中、被

が欠けていたと言える。

災地の人々の生活の再建、地域の復興には長期的で
継続的な活動が不可欠であり、そうした点において

(3) イラン固有の社会的・政治的・文化的背景に

も、復興期に至るまで支援活動を継続するローカル

おけるローカル NGO の活動と発展

NGO の果たした役割は大きい。

主に途上国において、災害救援や人道支援の現

しかしながら、注意が必要なのは、「ローカル

場におけるローカル NGO の役割は十分に認識され

NGO」と呼ぶ際、
イランの NGO をすべて同質の「ロー

ているが（ALNAP 2010a, 2010b）、ミャンマーのサ

カル」とひと括りの分類として捉えることはできな

イクロンに関する先行研究においてもすでに指摘

い点である。例えば Hamrayan と Kerman NGOs House

されているとおり（IRIN 2010）、本研究においても、

の関係を見ても、被災地の最前線で活動する Kerman

緊急期以降は多くのローカルの団体が財政難や能

NGOs House とテヘランから指示を出す Hamrayan と

力不足により活動が困難な状況に直面するという

の間には、支援に対する温度差があったことからも、

同様の結果が得られた。つまり、こうした課題はイ

ローカル NGO にもその所在や置かれている立場、

ランのローカル NGO のみならず、主に発展途上に

メンバーの属性等によってそれぞれの特性や地域性

あるローカル NGO が普遍的に抱えている課題であ

があることに留意する必要がある。

ると言える。それでは、イラン固有の社会的・政治
的・文化的背景は、ローカル NGO の活動と発展に

(2) イランのローカル NGO の発展要因と阻害要因
ローカル NGO の大きな役割のひとつは、長期的・

どのように影響したのか。
Namazi（2000）が報告しているように、イラン

継続的な復興支援の担い手となることであったが、

には伝統的にボランティア精神が根付いており、

本研究で対象とした NGO の多くは、肝心の復興期

NGO という概念や組織化された団体がない以前か

において活動の継続が困難な状況に陥っている。そ

ら、コミュニティに根差したボランティア活動が活

の要因として、緊急期においては NGO 活動に対す

発に行われてきたことから、文化的背景において、

る気運が急激に高まったこと、また、制約の多かっ

イランの社会にはローカル NGO が発展する素地が

たイランの社会において通常の社会システムが一

十分にあったと言える。また、改革派であるハー

時的に緩和され、イランの NGO を取り巻く阻害要

タミー政権の樹立、イラン南東地震の発生はイラン

因が一時的に解除されたことにより活発な活動が

の NGO の発展を後押した。しかしながら、Namazi

実現されたが、復旧期以降の段階ではその環境が維

（2000）が指摘しているように、政治的背景におい

持されず、Namazi（2000）が震災以前より指摘し

て、イランの社会にはローカル NGO の発展を困難

ていた、ローカル NGO のエンパワーメントの阻害

にしている制約が内在している。通常の社会システ

要因が、イラン南東地震の被災地においても再確認

ムにおいて政治的に制約の多い国においては、海
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外の援助者の動きが取り難い状況があることから、

の経験や能力、財政的要素が大きく影響しているこ

ローカル NGO の果たす役割は制約の少ない国より

とが明らかになった。また、イランの社会に固有の

も高いと言えるが、このことは同時に、緊急期を過

背景として、Namazi（2000）が指摘しているように、

ぎ、通常の社会システムに戻れば、イランのローカ

その政治体制による活動上の制約の多さは、緊急期

ル NGO が直面する政治的困難は制約の少ない国に

に一時的に緩和されるものの、それ以降通常の社会

比べてその分高くなり、その振り幅も大きくなると

システムに戻ると同時に、イランのローカル NGO

言える。このことは、先行研究であげたミャンマー

は再びその制約の中に置かれることとなることが

においても同様のことが言えるであろう。

指摘される。

４．結論

4-2. イランのローカル NGO の今後の発展に向けて

4-1. 災害救援にみるイランの社会におけるローカル
NGO の役割と発展

本研究において、ローカル NGO の発展を考える
際には、かれらの取り巻く本質的な社会環境にも目

本研究の結果、イラン南東部地震の災害救援の現

を向ける必要があることが確認されたが、NGO の

場において、イランのローカル NGO はその第一次

エンパワーメントに向けた社会的・政治的な急速

的救援者として、「ローカル・ノレッジ」を有した

な変化は容易に期待できるものではない。同時に、

現地の道先案内人として、そして長期的・継続的復

イランのように外部との接触が制限されている社

興の担い手として大きな役割を果たしたことが明

会において、ローカル NGO のエンパワーメントを

らかになった。その背景には、イランの社会には伝

外部から促すことも困難である。しかしながら、イ

統的にボランティア精神が根付いていたこと、改革

ランの NGO 元年の経験は震災を機に発展を遂げた

派のハータミー政権樹立により市民社会の形成が

ローカル NGO の活動の中に着実に引き継がれてお

後押しされたという内的要因に加え、震災の発生に

り、イラン南東部地震の救援活動を通して海外の経

よりローカル NGO の役割が拡大するとともに、通

験や災害救援のノウハウを学ぶことで大きな発展を

常の社会・政治体制が一時的に緩和されたことで、

遂げた APCL はその代表と言える。APCL は、2011

制約の多かったイランのローカル NGO の活動が活

年現在も国際機関とのパートナーシップ関係を維

発になったという外的要因が挙げられる。震災とい

持しており、主に国連高等弁務官事務所（UNHCR:

う経験を通して多くのローカル NGO が組織された

UN High Commissioner for Refugees）のカウンター

ことは、閉鎖的であったイランの社会に大きなイン

パートとして、イランのアフガン難民の子どもたち

パクトをもたらしたことを意味し、イラン南東部地

に対する教育支援を行っている。イランのローカル

震はイランにおける「NGO 元年」と言えるであろう。

NGO の今後の発展に向けては、APCL のように経

中村（2011）の言葉を借りれば、災害によってイラ

験を積み、現在も発展を続けているローカル NGO

ンの「社会の扉が開いた」と言える。

がイラン国内で「NGO としての活動」を継続する

しかしながら、その発展の過程は一様ではなく、

ことでその概念や活動、役割を広め、イランの社会

震災を機に大きく発展したローカル NGO が存在す

の中からローカル NGO の活動の発展を促していく

る一方、本研究で対象としたローカル NGO の多く

NGO の調整機関であり、
ことが期待される。同時に、

は、その役割が大きく期待される復興期において活

APCL と同様にイラン南東部地震で重要な役割を果

動を継続することが困難な状況に陥っていること

たした Hamyaran も、その情報とネットワークを活

が明らかになった。発展した NGO の特徴としては、

かして、ローカル NGO 向けのワークショップを開

震災以前より活動の経験があったことで経験と能

催するなど、ローカル NGO の組織的・実務的な能

力が備わっていたこと、それゆえに国際機関のパー

力の向上に貢献できると考える。その活動において

トナーとしての活動が可能となり、財政面でも支え

は、APCL のように経験を積んだ団体がその経験と

られるとともに、さらに組織のキャパシティ・ビ

ノウハウを共有する側として大きな役割を果たす

ルディングが促されたことが挙げられる。同時に、

だろう。また、Hamrayan はテヘランの団体であるが、

活動を継続できなかったローカル NGO にはそうし

Kerman NGOs House のように地方にある NGO 調整

た要素が欠けており、ローカル NGO の発展にはそ

機関が今後各地に増えていくことで、イラン全土に
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NGO の活動が根付いていくことが期待される。
同時に、国際社会側に向けても、ローカル NGO

謝辞
本稿の執筆にあたり、ご協力いただいた皆様に

に対する支援の必要性を提言したい。緊急時の人

心より御礼申し上げます。特に、調査の機会を与

道支援においては人命の救助が最優先であること

えていただいた東京大学地震研究所、‘Message from

は疑いなく、ローカル NGO のキャパシティ・ビル

Kobe’、ジャパン・プラットフォーム、大阪大学

ディングは優先順位の低い支援になってしまうが、

フィールドワーク助成金事務局の皆様、厳しい環境

国際社会側もより長期的な視野に立ち、緊急期以降

にありながら被災地の復興のため尽力され、また調

のローカル NGO のキャパシティ・ビルディングを

査にも快く応じてくださったイランの NGO 関係者

支援することは、行く行くはその国の災害救援・人

の皆様、震災発生直後より現在に至るまで、常に筆

道支援の早期対応に寄与するものであると考える。

者をあたたかく見守ってくださるテヘラン在住の S
様、そして、論文の完成まで辛抱強く指導していた

4-3. 今後の課題と展望
本研究では、人道支援においてローカル NGO の

だいた大阪大学大学院人間科学研究科の中村安秀
教授、澤村信英教授に、篤く御礼申し上げます。

果たす役割が高まる中、その活動と発展にはかれら
を取り巻く社会・政治・文化的背景が影響しており、

【注】

その発展を促すには、その多様で固有の社会環境に

1） ALNAP の詳細は、津吹直子（2011）の「ALNAP の

も目を向ける必要があるという問題意識のもと、イ

人道支援活動の評価にかかわる取り組み」（中村安秀

ラン南東部地震の災害救援におけるイランのロー

編.

カル NGO を事例に、イランの社会におけるローカ

人間科学研究科 . 5-26.）、または、ALNAP のウェブ

ル NGO に固有の諸相を明らかにするとともに、今

サイトを参照（http://www.alnap.org）。

緊急人道支援海外調査報告 .

大阪大学大学院

後の発展に向けての個別のアプローチについて考

2） スフィア・プロジェクトは、2003 年に発行されたハ

察することを目的としていた。しかしながら、本研

ンドブックの改訂版として、2011 年に、The Sphere

究で得られた結果は、イランのローカル NGO がそ

Handbook 2011: Humanitarian Charter and Minimum

の活動の継続において直面した困難の要因に関し、

Standards in Humanitarian Response を 発 行 し て お り、

能力や経験、資金の不足という、主に途上国にお

2011 年版では従来の内容に加え、「プロテクション

けるローカル NGO が直面する一般的な課題および、

（保護）」の視点が追加されている。2011 年版はスフィ

Namazi（2000）が指摘したイランの政治的制約と

ア・プロジェクトのウェブサイトで公開されている

いう困難を再確認するに留まっており、その全体論

（www.sphereproject.org）。

を超えたイランの社会およびローカル NGO の諸相

3） ALNAP の報告におけるミャンマーの「市民社会（civil

の固有性を明確にするには至らなかった。しかしな

society）」とは、NGO、宗教団体、民間企業から個

がら、今後更に多様化・複雑化することが懸念され

人に至るまで広範囲にわたるアクターを指してい

る世界情勢や人道危機において、ローカル NGO が

る。また、かれらによって組織された集合体を civil

果たす役割はさらに高まっていくことが予想され、

society organizations (CSOs) と総称している。

特にイランのように外部との接触が制限されてい

4） 王政時代の名称は「イラン赤獅子太陽社」。イスラー

る国において、ローカル NGO が果たしていく役割

ム革命後に名称を「イラン赤新月社」に改めた。

は大きく、その発展に関する研究を継続する意義は

5） 米 国 地 質 研 究 所 発 表 の 数 値 に よ る（United States

大きい。ゆえに、今後の課題と更なる展望として、

Geological Survey: www.usgs.gov）。

イランの社会におけるローカル NGO の諸相に関す
る研究を更に深めることで、本研究で当初目的とし
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The Role and Development of Local NGOs in the Social Context of Iran:
A Case Study of the Disaster Response to the Bam Earthquake on December 26, 2003
Kyoko Okano
(Formerly Graduate School of Human Sciences, Osaka University)
The role of local NGOs in humanitarian assistance is expanding, with organizations working on continuous, long-term
reconstruction efforts and on community-based activities in collaboration with international NGOs, one of the main
providers of assistance. However, the development of local NGOs largely depends on the social, political, and cultural
context in Iran. Volunteerism is traditionally connected with Iranian society, but the political system in Iran does not favor
group activities, including NGOs. However, the Bam earthquake has brought much attention to the role of local NGOs
and many groups, both existing and newly organized, which actively participated in the disaster response. However, it
became clear that after the emergency period, most newly organized NGOs were dismissed owing to lack of resources,
such as capacity and budget, and social conditions that hindered their development. Meanwhile, there surely exist local
NGOs that are developing in partnership with international aid agencies. Although it is not easy to change the social
context in which NGOs in Iran have to work, developing NGOs are expected to lead the future development of local
NGOs in Iran.
Keywords: Disaster response, Local NGOs, Iran, Society
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【研究ノート】
ボランティア活動への参加によって学生の学習がどう異なるのか

ボランティア活動への参加によって学生の学習がどう異なるのか
－全国大学生調査の分析から－
河

井

亨（京都大学大学院教育学研究科／日本学術振興会）

【要旨】
本研究では、京都大学高等教育研究開発推進センターと公益財団法人電通育英会が共同実施している全国
調査『大学生のキャリア意識調査 2010』の分析を通じて、ボランティア活動への参加によって学生の学習が
どのように異なるのかを明らかにすることを目的とする。大学入学前後のボランティア活動への参加の有無
から４グループを作成して分析１を行い、大学入学後のボランティア活動への参加の程度から３グループを
作成して分析２を行う。分析１・２において、大学生活の過ごし方、充実感、知識・技能の習得、授業外実
践コミュニティとラーニング ･ ブリッジング、そして２つのライフについて、各グループを検討する。まず
分析１では、大学入学前後ともにボランティア活動に参加したことがある学生グループと大学入学前は参加
していなかったが入学後に参加した学生グループが、学生の学習に関する検討項目で高い得点を示した。そ
して分析２では、より多くボランティア活動に参加していた学生グループが、学生の学習に関する検討項目
で高い得点を示した。大学入学前後でのボランティア活動に参加し、かつ参加を継続することが、学生の学
習に結びつくことが明らかになった。そして、より多く参加することが知識・技能の習得さらには領有につ
ながることが明らかになった。こうした結果から、少なくとも、より多くかつ充実したボランティア活動の
機会さらにはサービス ･ ラーニングの機会を学生に開いていくことが、今後の大学教育にとって重要である
と考えることができる。
【キーワード】学生の学習、大学生調査、ボランティア活動、サービス・ラーニング

１．本研究の問題と目的
1-1. 本研究の背景

2009）。インターンシップやコーオプ教育、プロジェ
クト・ベースド・ラーニング等の経験学習型の大学

近年、ボランティア活動は、大学教育に広がりを

教育実践と同じく、サービス ･ ラーニングは、グロー

見せている。日本学生支援機構（2009）が 2008 年

バル化・IT 化・知識基盤社会化・ユニバーサル化

に行った調査によれば、ボランティアに関する授

によって変動する高等教育のなかで注目が集まっ

業を開講している機関は 35.4% であり、ボランティ

ている実践形態である（Kuh 2008；井下 2011）。

ア活動に関する部署があるのは 80% を超えている。

しかしながら、日本の高等教育における実践の広

ボランティア活動を取り入れた大学教育実践、す

がりに対して、実践についての調査・研究はまだ発

なわちサービス・ラーニング型の大学教育実践が、

展途上である。まず、ボランティア活動と学生の学

現在、日本の高等教育に広まってきている（桜井・

習との関連については、個別の教育実践や個別の

山田 2009；長沼 2008）。

機関のレベルで質問紙調査や質的研究が行われた

サービス・ラーニングは、J．デューイ以来の経

り（中根 2010；桜井・津止 2009；早稲田大学平山

験学習の伝統を汲んで、「学習を組み合わせたサー

郁夫記念ボランティアセンター編 2010）、関西地区

ビスで、サービスと学習の双方に価値を付与し、双

大学ボランティアセンター連絡協議会の活動のよ

方を変容させるもの」（Honnett & Poulsen 1989）と

うに実践事例の共有・蓄積が図られたりというよう

定義され、実際の活動と具体的な経験をアカデミッ

に意義深い研究活動が進められている。しかしなが

クなカリキュラムと統合することが目標とされる

ら、これらの研究は、全国調査の一般的な水準の調

（Jacoby 1996; Eyler & Giles 1999; Bringle & Hatcher

査データに基づいた分析ではない。他方、これまで
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に行われてきた日本学生支援機構等の全国調査で

学生の学びと成長にとって重要な要因として、授業

は、開講授業やボランティア活動対応部署の設置と

外での活動／学習の場があること（「学習を行う授

いった制度面に対象が限定されており、実践や学生

業外実践コミュニティ」）と授業外での学びと授業

の学習との関連が分析されていない。そこで、全国

での学びを架橋してつなぐこと（「ラーニング・ブ

調査の一般的な水準で調査データを分析し、ボラン

リッジング」）、将来展望を持ちつつ日常につなげて

ティア活動と学生の学習との関連を検討する研究

アクションすること（将来の人生と日常生活の「２

によって、現在の研究状況のギャップを埋める必要

つのライフ」
）が見出されている（河井・溝上 2011；

がある。このような全国的な調査データに基づく研

溝上 2009）
。そこで本研究では、こうした学生の学

究には、個別の機関や教育実践についての研究に対

習に関する大学生調査研究の研究知見に依拠し、こ

する参照枠組みとなる基礎データを提供するとい

れまでの研究で用いられてきた学生の学習に関する

う意義がある。また、学生の学習にフォーカスする

調査項目を用いて検討を進めることにする。

調査は、ボランティア活動に関する制度面の調査よ

また、全国調査ではないものの、ボランティア活

りも、高等教育全体・大学機関・教育実践のいずれ

動に焦点化した質問紙調査を用いた研究では、大学

にとっても、実践の手がかりを探る際に役立つ基礎

入学前後のボランティア活動への参加の有無とボ

データを提供する役割を担っている。

ランティア活動から学生が得る成果の間に関連が
あることを示されている（山田・井上 2009）。具体

1-2. ボランティア活動と学生の学習の関連に関する
これまでの調査研究の検討

的な分析方法は、大学入学前後のボランティア活動
への参加の有無から学生グループを作成して分析

まず、ボランティア活動に焦点化したアメリカ

するというものである。大学入学前にもボランティ

での調査研究では、ボランティア活動への参加が、

ア活動をしていて入学後も活動を継続する学生と

大学での学び、クリティカル・シンキングや対人関

入学前にはボランティア活動をしていなかったが

係のスキルの習得、市民性の態度といったことに結

大学入学後に活動に参加した学生は、出会いや人間

びついていることを示している（Astin & Sax 1998;

関係といった他者とのコミュニケーションに関す

Eyler & Giles 1999）。そして、ボランティア活動が

る成果をボランティア活動から得ていることが明

学生の学習成果にポジティヴな影響を与えること

らかになった。本研究でも、同様の学生グループを

については、アメリカで行われている大規模な大学

作成して分析を行う。しかし、参加の有無に二分し

生調査研究において、一般的な水準で明らかにされ

てしまっては、ボランティア活動への参加の程度の

ている（Astin 1993; Pascarella & Terenzini 2005）。こ

違いを考慮することができない。そこで本研究で

うした研究と同じく、日本の高等教育におけるボラ

は、「あなたは、今までにボランティア活動にどの

ンティア活動と学生の学習との関連が検討されね

程度参加しましたか」を大学入学前と大学入学後に

ばならない。

ついて尋ね、
「かなり参加した」
「まあまあ参加した」

日本の高等教育研究においても、2000 年代以降、

「少し参加した」
「参加したことはない」から 1 つ選

アメリカの大学生調査研究を参考に、学生の学習に

択するという質問項目を設け、参加の程度を考慮し

関する大規模な全国調査が進められている（山田編

た分析を行う。

2009；溝上 2009；東京大学 2008）。これまでに見出
された大きな問題の一つは、授業外学習が十分に行

1-3. 本研究の目的

われていないという点である。学生の学習に関する

本研究の目的は、第一に大学入学前後でボラン

この問題状況に対して、大学生活のどのような活動

ティア活動に参加したことがあるかどうかによって

に時間を費やすかという「大学生活の過ごし方」と

学生の学習がどのように異なるのかを明らかにする

いう項目の分析から、授業外での学習と授業での学

ことである。第二に、大学入学後にどの程度ボラン

習をバランスよく行うこと、そして遊びと学びをバ

ティア活動に参加したかによって、学生の学習がど

ランスよく行うことが、日々の「充実感」や将来設

のように異なるのかを明らかにすることである。

計、「知識・技能の習得」につながることが明らか
にされた（溝上 2009；山田・森 2010）。そしてさらに、
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このような目的のもと、本研究では、学生の学習
に関連する項目として、
「大学生活の過ごし方」「充

ボランティア活動への参加によって学生の学習がどう異なるのか

実感」「知識・技能の習得」「２つのライフ」「授業

に対して、「充実している」～「充実していない」

外実践コミュニティとラーニング・ブリッジング」

の 5 件法で評定を求めた。

を検討対象とし、全国調査「大学生のキャリア意識
調査 2010」の調査データを分析する。

(4) 2 つのライフ
京都大学 / 電通育英会共同（2007）・溝上（2009）

２．方法

2-1. 調査の概要
京都大学高等教育研究開発推進センターと財団

の項目を使用した。「あなたは自分の将来について
の見通し（将来こういう風でありたい）を持って
いますか」の問いに「持っている」
「持っていない」

法人電通育英会との共同調査「大学生のキャリア

をまず選択させる。そして、見通しを持っていると

意識調査 2010」は、2010 年 11 月に、株式会社マク

回答した学生に、さらに「その見通しの中で最も

ロミルによるインターネットリサーチで実施され

重要なものを１つ思い浮かべて下さい。あなたは、

た。回答者は全国の国公私立大学生 2362 名（1 年

その見通しの実現に向かって、今自分が何をすべき

生 1185 名、3 年生 1177 人）である。

なのかはわかっていますか」という問いに対して、
3 択（“ 何をすべきかわかっているし、実行もして

2-2. 調査項目

いる〔理解実行〕”“ 何をすべきかわかっているが、

(1) 大学生活の過ごし方

実行はできていない〔理解不実行〕”“ 何をすべき

京都大学 / 電通育英会共同（2007）・溝上（2009）

かはまだ分からない〔不理解〕”）から選択を求めた。

の「大学生活の過ごし方」の項目を使用した。授業、
自主学習、読書、マンガ・雑誌、テレビ、ゲーム、

(5) 授業外実践コミュニティとラーニング・ブリッ

クラブサークル、アルバイト、同性・異性の友人と

ジング

のつきあいなど 17 項目。それぞれに対して、1 週間

京都大学 / 電通育英会共同（2010）・河井・溝上

に費やす時間数を “(1) 全然ない ”“(2) 1 時間未満 ” ～

（2011）の項目を使用した。実践コミュニティとは、

“(8) 21 時間以上 ” と 8 段階評定で回答を求めた。こ

実践を共有するグループのことを意味し（Wenger

の項目は、
「自主学習・読書」
「友人・クラブサークル」

1998）
、ラーニング・ブリッジングとは、授業外での

「インターネット・ゲーム・マンガ」に時間を費やし

学習と授業での学習のように異なる場面・文脈を移

たかどうかという３因子に分かれることが明らかに

行・往還しながら、それぞれの学習を結び付けて統

されている（溝上 2009 参照）
。本研究では、この３

合することを意味する。まず、
「普段一緒に活動する

因子の因子得点を算出したものを分析に用いる。

サークルやアルバイト、授業外活動などの〈授業外〉
コミュニティ」に参加しているかどうかをまず尋ね

(2) 知識・技能の習得
京都大学 / 電通育英会共同（2007）・溝上（2009）

た上で、参加している学生には、
「仲間と学習活動を
行うコミュニティ」に参加しているかどうかを尋ね

の項目を使用した。知識、教養の習得、思考力、情

る。授業外実践コミュニティに参加していない学生

報収集能力、コミュニケーション能力など 25 項目。

を「授業外実践コミュニティ参加なし」グループ、

これらは、授業と授業外のそれぞれについて尋ねら

授業外実践コミュニティには参加しているが学習活

れ
（計 50 項目）
、
評定は “(1) かなり身についた ” ～ “(4)

動を行う授業外実践コミュニティには参加していな

全く身につかなかった ” の 4 件法で求めた。この項

い学生を「学習活動を行う授業外実践コミュニティ

目は、
「授業での知識・技能全般」
「授業外での関係性・

への参加なし」グループと記す。さらに、学習活動

課題遂行能力」
「授業外での専門知識・技能」それぞ

を行う授業外実践コミュニティに参加している学生

れの習得という３因子に分かれることが明らかにさ

に、
「授業の外で学んだことを、授業で活かす」かど

れている（溝上 2009 参照）
。本研究では、この３因

うかを尋ね、
「まったくない」
「あまりない」と答え

子の因子得点を算出したものを分析に用いる。

た学生を学習活動を行う授業外実践コミュニティに
参加するものの「授業へのラーニング・ブリッジン

(3) 充実感
「あなたの大学生活は充実していますか」の問い

グなし」グループ、
「ときどきある」
「よくある」と
答えた学生を「授業外実践コミュニティに足場を置

ボランティア学研究

Vol.12

93

河井

亨

いてラーニング・ブリッジング」するグループと記す。

「有無」学生と「無有」学生より得点が高く、
「無有」
学生と「有無」学生が「無無」学生より得点が高

３．分析１：大学入学前後のボランティア活動への
参加有無によって学生の学習はどう異なるのか
3-1. 分析結果

いという結果であった。同様に、
「インターネット・
ゲーム・マンガ」については、
「有無」学生が「無有」
学生より得点が高かった。

まず、大学入学前と入学後のそれぞれのボラン

また、充実感の得点を従属変数として分析１の各

ティア経験の有無から４グループを作成した。それ

グループの一要因分散分析をした結果が表 2 であ

ぞれの人数と割合は表１の通りであった。以下で

る。それによると、0.1% 水準の有意差が見られ、
「有

は、入学前後ともにボランティア経験が無い学生を

有」学生が「有無」学生と「無無」学生より得点が

「無無」学生、入学前は経験が有るが入学後には経

高く、「無有」学生と「有無」学生が「無無」学生

験が無い学生を「有無」学生、入学前に経験が無い

より得点が高かった。

が入学後に経験が有る学生を「無有」学生、入学前

そして、「知識・技能の習得」項目からなる「授

後ともに経験のある学生を「有有」学生、全体を分

業での知識・技能全般」「授業外での関係性・課題

析１グループと記す。

遂行能力」「授業外での専門知識・技能」の 3 因子

次に、「大学生活の過ごし方」「充実感」「知識・

を従属変数として分析 1 の各グループの一要因分

技能の習得」
「２つのライフ」
「授業外実践コミュニ

散分析をした結果を図 2 に示す。結果は、3 因子す

ティとラーニング・ブリッジング」を用いて、この

べてにおいて 0.1% 水準で有意差が見られた。多重

各グループの特徴を検討していく。

比較の結果、「授業での知識・技能全般」について

「大学生活の過ごし方」項目からなる「自主学習・

は、「有有」学生が「有無」学生と「無無」学生よ

読書」「友人・クラブサークル」「インターネット・

り得点が高く、「無有」学生と「有無」学生が「無

ゲーム・マンガ」の３因子を従属変数として分析

無」学生より得点が高いという結果であった。同じ

１の各グループの一要因分散分析をした結果を図

く多重比較の結果、「授業外での関係性・課題遂行

１に示す。結果は、３因子すべてにおいて 1% 水準

能力」については、「無有」学生と「有有」学生が

で有意差が見られた。多重比較の結果、
「自主学習・

「有無」学生と「無無」学生より得点が高いという

読書」については、「有有」学生と「無有」学生が

結果であった。同様に、「授業外での専門知識・技

「有無」学生と「無無」学生より有意に得点が高い

能」については、「有有」学生が他の 3 グループよ

という結果であった。同じく多重比較の結果、「友

り得点が高く、
「無有」学生と「有無」学生が「無無」

人・クラブサークル」については、「有有」学生が

学生より得点が高いという結果であった。
次に、分析１の各グループと「２つのライフ」と

表１ ボランティア活動への
参加の有無に基づくグループの人数と割合

の関係をクロス集計で検討する（図３参照）。χ2 検
定の結果、0.1% 水準で有意差が見られ（χ2(9)=70.080,
p < .001）、残差分析の結果、有意に多くみられたの
は、
「無無」学生の「見通しなし」、
「無有」学生と「有
有」学生の「理解実行」であった。同じく、分析
１の各グループと「授業外実践コミュニティとラー
ニング・ブリッジング」との関係をクロス集計で検
討する（図 4 参照）。χ2 検定の結果、0.1% 水準で有
意差が見られ（χ2(9)=166.659，p < .001）、残差分析

表２
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の結果、有意に多くみられたのは、
「無無」学生の「授

という点にある。ここから、入学前からボランティ

業外実践コミュニティへの参加なし」、
「有無」学生

ア活動への参加した経験があることで、大学での授

の「学習活動を行う授業外実践コミュニティへの参

業外での学び方に習熟し、授業外での学びと授業で

加なし」、そして「有有」学生の「授業外実践コミュ

の学びの統合をより強く志向するようになると考

ニティに足場を置いたラーニング・ブリッジング」

えられる。そしてそれは、構造化された機会として

であった。

のボランティア活動への参加によって得られる経
験のポテンシャルをより大きく引き出そうとして

3-2. 分析１グループの特徴についての考察

いると考えることができる。

調査結果において、「無無」学生は、ボランティ

ここまでの検討では、大学入学（前）後でのボラ

ア活動に参加したことのある学生たちと比べて、大

ンティア活動への参加とボランティア活動への参

学生活で「自主学習・読書」といった学習に時間を

加を継続することの意義について明らかになった。

費やさず、充実感と知識・技能の習得の点で得点が

しかしながら、大学入学後のボランティア活動への

低い。また、「無無」学生には、他のグループと比

参加については、その有無の意味が検討されただけ

べて、将来の見通しがない学生が多く、授業外実践

で、その内実についてはブラックボックスに留まっ

コミュニティに参加していない学生が多い。

ている。そこで次に、大学入学後のボランティア活

全体として、ボランティア活動に参加したことが

動への参加の内実の解明の第一歩として、全国調査

ある学生たちは、「無無」学生と比べて、大学生活

の一般的な水準で、ボランティア活動への参加の程

の中で学習していると考えることができる。しか

度を軸にした分析を行う。

し、入学前にボランティア活動に参加したことが
あっても、入学後に継続しなかった「有無」学生は、
「有有」学生と「無有」学生と比べ、
「自主学習・読書」
に時間を費やさない大学生活であり、「授業外での
関係性・課題遂行能力」と「授業外での専門知識・

４．分析２：大学入学後のボランティア活
動への参加の程度によって学生の学習
はどう異なるのか
4-1. 分析結果

技能」が身についていない。このことから、大学入

まず、大学入学後のボランティア経験の程度から

学前だけでなく、入学後もボランティア活動への参

3 グループを作成した。それぞれの人数と割合は表

加を継続することが学生の学習にとって重要であ

3 の通りであった。以下では、入学後、ボランティ

ると考えられる。この点に関しては、これまでの研

ア活動へ参加したことの無いと回答した学生を「参

究の知見（山田・井上 2009）が、全国調査の一般

加無」学生、
「少し」参加したと回答した学生を「少

的な水準でも確認された。

参加」学生、「まあまあ・かなり」参加したと回答

そして、「有有」学生と「無有」学生は、大学生
活の過ごし方・充実感・「授業での知識技能全般」

した学生を「参加」学生、全体を分析 2 グループと
記す。

と「授業外での関係性・課題遂行能力」の習得の点
で違いはなく、２つのライフに関しても両学生グ

表３

ループともに「理解実行」が多いという結果であっ
た。違いは、「有有」学生のほうが「無有」学生よ
り「授業外での専門知識・技能」を身につけ、「有
有」学生に「授業外実践コミュニティに足場を置い
てラーニング・ブリッジング」するグループが多い
表４
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各グループの充実感

大学入学後のボランティア活動への参加の
程度に基づくグループの人数と割合

ボランティア活動への参加によって学生の学習がどう異なるのか

次に、「大学生活の過ごし方」「充実感」「知識・
技能の習得」「2 つのライフ」「授業外実践コミュニ
ティとラーニング・ブリッジング」を用いて、この
各グループの特徴を検討していく。

ある。それによると、0.1% 水準の有意差が見られ、
「参加」学生と「少参加」学生が「参加無」学生よ
り得点が高かった。
そして、「知識・技能の習得」項目からなる「授

「大学生活の過ごし方」項目からなる「自主学習・

業での知識・技能全般」「授業外での関係性・課題

読書」「友人・クラブサークル」「インターネット・

遂行能力」「授業外での専門知識・技能」の 3 因子

ゲーム・マンガ」の 3 因子を従属変数として分析 2

を従属変数として分析 2 の各グループの一要因分散

の各グループの一要因分散分析をした結果を図 5 に

分析をした結果を図 6 に示す。結果は、3 因子すべ

示す。結果は、3 因子すべてにおいて 5% 水準で有

てにおいて 0.1% 水準で有意差が見られた。多重比

意差が見られた。多重比較の結果、「自主学習・読

較の結果、「授業での知識・技能全般」については、

書」と「友人・クラブサークル」については、
「参加」

「参加」学生と「少参加」学生が「参加無」学生よ

学生と「少参加」学生が「参加無」学生より得点が

り得点が高いという結果であった。同じく多重比較

高いという結果であった。同様に、「インターネッ

の結果、
「授業外での関係性・課題遂行能力」と「授

ト・ゲーム・マンガ」については、「参加無」学生

業外での専門知識・技能」については、「参加」学

が「参加」学生より得点が高かった。

生が「少参加」学生と「参加無」学生より得点が高く、

また、充実感の得点を従属変数として分析 2 の
各グループの一要因分散分析をした結果が表 4 で

「少参加」学生より「参加無」学生より得点が高い
という結果であった。
（注）各グループの度数は、表 2 の通りである。
一要因分散分析の結果「自主学習・読書」「友人・クラブサーク
ル」「インターネット・ゲーム・マンガ」全てにおいて 5% 水準
で有意差が見られた。
（順に、
F (3, 2358)=43.584, p<.001;
F (3, 2358)=31.011, p<.001;
F (3, 2358)=4.250, p<.05）。
Tukey 法による、多重比較の結果、順に［少参加 , 参加 > 参加無］、
［参加 , 少参加 > 参加無］
［参加無 > 参加］であった。

図５

各グループの大学生活の過ごし方

（注）各グループの度数は、表１の通りである。
一要因分散分析の結果「 授業での知識・技能全般」
「授業外で
の関係性・課題遂行能力」「授業外での専門知識・技能」全てに
おいて 1% 水準で有意差が見られた。
（順に
F (3, 2358)=27.063, p<.001;
F (3, 2358)=60.918, p<.001;
F (3, 2358)=54.977, p<.001 ）。
Tukey 法による、多重比較の結果、順に
［参加 , 少参加 > 参加無］、
［参加 > 少参加 > 参加無］
［参加 > 少参加 > 参加無］であった。

図６

各グループの知識・技能の習得
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次に、分析 2 の各グループと「２つのライフ」と
2

の関係をクロス集計で検討する（図 7 参照）。χ 検
2

と比べ、学習に関連する本分析の項目（「自主学習・
読書」「充実感」「知識・技能の習得」）で得点が低

定の結果、0.1% 水準で有意差が見られ（χ (6)=63.727,

く、「見通しなし」グループと「授業外実践コミュ

p < .001）、残差分析の結果、有意に多くみられたの

ニティへの参加なし」グループが多いという結果

は、「参加無」学生の「見通しなし」、「少参加」学

であった。あらためて、大学生活の中でボランティ

生と「参加」学生の「理解実行」であった。同じく、

ア活動へ参加したことがある学生が、学習に関連す

分析 2 の各グループと「授業外実践コミュニティと

る項目の得点が高いことが確認された。

ラーニング・ブリッジング」との関係をクロス集
2

計で検討する（図 8 参照）。χ 検定の結果、0.1% 水
2

「少参加」学生と「参加」学生で違いが無いのは、
「自主学習・読書」に時間を費やす点、
「充実感」、
「授

準で有意差が見られ（χ (6)=153.040, p < .001）、残

業での知識・技能の習得」の点、2 つのライフにお

差分析の結果、有意に多くみられたのは、
「参加無」

ける「理解実行」グループが多い点、「授業外実践

学生の「授業外実践コミュニティへの参加なし」と

コミュニティに足場を置いてラーニング・ブリッジ

「学習活動を行う授業外実践コミュニティへの参加

ング」するグループが多い点である。違いがあるの

なし」、そして「少参加」学生の「学習活動を行う

は、「参加」学生が「少参加」学生よりも「授業外

授業外実践コミュニティに参加するも、ラーニン

での関係性・課題遂行能力」と「授業外での専門知

グ・ブリッジングの無いグループ」と「授業外実

識・技能」を身につけている点である。

践コミュニティに足場を置いたラーニング・ブリッ

この結果から、まず、大学入学後にボランティア

ジング」、そして「参加」学生の「授業外実践コミュ

に参加している学生がよく学習して、知識・技能

ニティに足場を置いたラーニング・ブリッジング」

を身に付けていることが確認される。そして、授

であった。

業外での知識・技能の習得という点では、大学入
学前後で活動を継続する重要性という分析 1 の知

4-2. 分析２グループの特徴についての考察
「参加無」学生は、
「少参加」学生と「参加」学生

（注）各グループの度数は、表１の通りである。
2

ピ ア ソ ン の X 検 定 の 結 果、0.1% 水 準 で 有 意 差 が 見 ら れ た
2
（X (6)=63.727, p < .001）
。残差分析の結果、5% 水準以上で有意に
多くみられたセルは、
「参加無」学生の「見通しなし」
、
「少参加」
学生と「参加」学生の「理解実行」であった。

図７
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見に加え、より多く参加することが重要であること
がわかる。学生たちは、ボランティア活動により多

（注）各グループの度数は、表１の通りである。
2

ピ ア ソ ン の X 検 定 の 結 果、0.1% 水 準 で 有 意 差 が 見 ら れ た
2
（X (6)=153.04, p < .001）
。残差分析の結果、5% 水準以上で有意に
多くみられたセルは、
「参加無」学生の「授業外実践コミュニティ
への参加なし」と「学習活動を行う授業外実践コミュニティへの
参加なし」
、そして「少参加」学生の「学習活動を行う授業外実践
コミュニティに参加するも、ラーニング・ブリッジングの無いグ
ループ」と「授業外実践コミュニティに足場を置いたラーニング・
ブリッジング」
、そして「参加」学生の「授業外実践コミュニティ
に足場を置いたラーニング・ブリッジング」であった。
図８

各グループの授業外実践コミュニティと
ラーニング・ブリッジング

ボランティア活動への参加によって学生の学習がどう異なるのか

くかつ継続的に参加することで、協働・チームワー

くとも、そうしたボランティア活動への参加の機会

クの機会、困難や失敗との直面の機会、責任や役割

をより広くかつより充実した内容で学生に提供す

を担う機会といったさまざまな機会を経験するこ

ることは大学教育の今後の重要な方向性の一つで

とになる。こうした構造化された機会を通じて、学

あるということは言えるであろう。

生たちは、関係性や課題遂行能力および専門知識・
技能を習得していくと考えられるのである。

次に、ボランティア活動への参加と学習とがどの
ように関連しうるのかという可能性について、ボラ
ンティア学と学習研究の知見を活用して、考察す

５．ボランティア活動への参加と学生の学
習との関連についての考察

る。第一に、ボランティア活動からの学習は、経

ここで、以上の分析と考察をまとめて、ボラン

ビス・ラーニングという観点からすれば、現場での

ティア活動への参加と学生の学習との関連につい

経験と同じく重要なのが、大学の授業での学術知

て考察する。まず、分析２の考察パートでも言及し

である（Bringle & Hatcher 2009; Eyler & Giles 1999;

たように、ボランティア活動は、学生の学びと成長

Honnet & Poulsen 1989; Jacoby 1996）。学生たちは、

にとって重要な構造化された機会となっている。そ

現場での経験に飛び込んで、活動を継続する中で、

れゆえ、そのような機会を広く学生に提供すること

困難や失敗に直面する。問題の解決のためには、さ

は、大学教育の重要な役割の一つであると考えられ

らなるアクションが必要であるが、問題のよりよい

る。アメリカ高等教育をさまざまな点で牽引してき

解決のためには、問題の理解が必要である。この問

た E.L. ボイヤーは次のように主張していた。

題の理解のために、より深い問題認識としての学術

験学習としてのサービス・ラーニングである。サー

研究およびその遂行者としての大学教員を助けと
サービスは学士課程教育の必要不可欠な部

することが重要となる。また、間接的にも、大学で

分をなしているとわれわれは考える。つまり、

の授業とそこで提示される学術知は、学生の活動と

サービスは、他の方法では得がたい経験を与え

学習の資源である。学生たちは、現場での経験を省

てくれるし、そうした経験が若者の生涯におい

察しながら講義を聴いたり、現場の中で知識を基

て最初の真に有意義な行動となるであろうか

に活動を進めたりすることができる。このように、

らである。（Boyer 1988: 214-215）

より深く問題を認識し、より効果的に活動しようと
するならば、授業外での活動／学習と授業での学習

要するに、今日の学生にとって、大学で学ん

の間を移行・継続的往還する中で両方の学習を架橋

でいることと自分の生き方との関係を理解す

する（ラーニング・ブリッジング）ことが必要であ

ることが緊急に必要とされているのである。と

る（河井・溝上 2011）。そうすることで、学生の経

くに、全学生が、学士課程の不可欠な部分とし

験と学習がともに発展し、「学生の学習と活動が互

て、地域社会や大学でのボランティア活動に関

いに価値を付与して、両方とも発展的に変容する」

与するサービス事業に参加するということを

ことができるのである。

提案したい。そのゴールは、自分が自律的な個

第二に、活動の中での知識・技能の習得には、表

人であるだけでなく、より大きなコミュニティ

面的に参加するだけでは十分でなく、より多くかつ

の中の責任をもった一員であるということを

継続的に参加することが必要になる。新しい経験を

学生がわかるのを助けることである。（Boyer

させてもらうというだけでなく、自分（たち）から

1988: 218）

働きかけ、同じ地域社会に関わる一員として関係を
築くという長いプロセスを経ることで、実践に根ざ

ボランティア活動の義務化は、日本の高等教育政

した知識・技能を習得していくのである。

策でも議論のあるところであり、それに対して論及

こうした経験からの学習は、抽象的な水準での出

することは本研究の役割を超える。しかし、ボラン

来事ではなく、実際の実践において自分ができるこ

ティア活動に参加したことがある学生たちは、大学

とが増えるということであり、行う、見る、考える、

生活の中での学習（自主学習や読書を含む）により

学ぶといった行為をより自己調整しながら行うこ

多く時間を割き、知識・技能を習得しており、少な

とができるようになったということでもある。言い
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換えるならば、行い方・見方・考え方・学び方を学

が、ボランティア活動への参加に関して参加の有無

んだ（Bransford et al. 2000）ということである。こ

と程度を尋ねることに留まっている。したがって、

のように長い時間をかけて実践に根ざした知識・技

ボランティア活動への参加の中身（学生は、ボラ

能を習得するということは、
「領有」（それまで自分

ンティア活動においてどのような経験をしている

のものではなかったものを自分のものにすること：

のかなど）をより具体的に明らかにしていくこと、

Wertsch 1998）と表現することもできる。

そしてその参加と密接に結びついた学習とその成

領有によって、実践に根ざしたパースペクティヴ

果を明らかにしていくことが今後の重要な課題と

を自らのものにすることができ、異なる場・文脈に

なる。現在、大学教育におけるボランティア活動に

おいても、自分たちの実践や関わっている地域社

対する教育支援はその制度面でも実践面でも充実

会についての配慮を働かせ、たとえ空間的・時間

してきており、いくつも優れた実践の取り組みの報

的に離れた出来事であっても他人事とすることな

告がなされている（早稲田大学平山郁夫記念ボラン

く想像を働かせていくことができる。このように、

ティアセンター 2010；桜井・津止 2009）。本研究で

経験からの学習および領有を通じてそれまでの自

得られた知見を下敷きに、ボランティア活動と学生

分とは異なるパースペクティヴにたつことができ

の学習との関係について、このような教育実践に即

る（Mezirow 1991）。この点で、ボランティア活動

して研究することが次の課題となるであろう。

への参加とその経験からの学習は、社会との関係に
みずからを開き、その上での自己の変容（すなわ
ち自己形成）にもつながっていくと考えられる（山
口 2009）。

付記
本研究は京都大学高等教育研究開発推進セン
ターと公益財団法人電通育英会の共催による『大学

継続的な参加がその後の知識・技能の習得や学

生のキャリア意識調査 2010』の成果の一部である

習と活動の発展、自己形成につながるのは、継続

（プロジェクトの詳細は、http://www.dentsu-ikueikai.

的な参加の中でそれまでの経験を省察・リフレク

or.jp/research/2010.html を参照のこと）。

シ ョ ン（Ash & Clayton 2004; Eyler 2002; Hatcher &
Bringle 1997）し、より深く学ぶことによってであ
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Participating in Volunteer Activities and Student Learning:
Through the Analysis of Students Survey
Toru Kawai
(Graduate School of Education, Kyoto University / Japan Society for the Promotion of Science)
The purpose of this article is to investigate how students develop through participating in volunteer activities. To
determine the effect of volunteer activities on learning, we administered The Career Development Survey 2010 in which
2,362 students (1,036 male and 1,326 female) from all over Japan participated. In the first analysis, we classified the
participants into four groups from the viewpoint of whether or not they had participated in volunteer activities before
or after entering college. In second analysis we classified students into three groups based on how they participated in
those activities. In both analyses, I examined how each group of students feels about campus life, daily satisfaction,
acquisition of knowledge and skills, communities of practice and “learning bridging”, and future orientation. The results
show that students who have participated in volunteer activities before and/or after entering college are engaged in wellbalanced activities, and scored significantly higher than the other groups regarding daily satisfaction, out-of-class study,
and acquisition of knowledge and skills. Learning through participation in volunteer activities enables deeper acquisition
of knowledge and greater development of future orientation. For higher education, it is important that students are able to
access the opportunities of broad and enriching service-learning.
Keywords: Students learning, Student survey, Volunteer activities, Service-learning
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【書評】
国際ボランティア論

書評

国際ボランティア論－世界の人びとと出会い、学ぶ－

内海成治・中村安秀編著

ナカニシヤ出版（2011 年）
森

定

玲

子（プール学院大学）

国際ボランティアの紹介本は数多あるが、国際ボ

８

カナダ（向井かおり・内海成治）

ランティアに関する研究は意外に少ない。国際ボラ

９

フランス（北村広美）

ンティアについて論じようとするならば、国際協力

10

スウェーデン（中村安秀・栁﨑麻里）

とボランティアの２つの側面を押さえておかなけ

11

イギリス（栁﨑麻里）

ればならないが、両者について精通している研究者

12

韓国（中村安秀・李錦純）

は少ないからである。本書は、ボランティア論と国
際協力の専門家や、国際ボランティア経験を有する

本書は 3 部構成になっている。第Ⅰ部は理論的な

研究者が、国際ボランティアに関する根本的な問い

枠組みの提示、第Ⅱ部は青年海外協力隊研究、第Ⅲ

に真正面から取り組んだ意欲作と言えるだろう。

部は海外の国際ボランティアに関する調査である。

「日本にも困っている人はたくさんいるのに、な

第Ⅲ部を読むと、国際ボランティアがいかに国の政

ぜ海外に行くのか」、「国際ボランティアは日本に

策に枠付けられた活動であるかということがよく

とって、またボランティア自身にとってどのような

わかる。派遣国の選定はもちろんのこと、誰をどの

意味があるのか」－これらは、国際ボランティア

ような組織で派遣するのかという仕組み自体が、国

について語る際、必ずと言ってよいほど投げかけ

の政策によって規定されている。アメリカは国際ボ

られる問いである。本書はこれらの問いに対して、

ランティア派遣機関を政府組織と位置づけ、政府派

青年海外協力隊を軸に、国際ボランティアは日本と

遣という形態でボランティアを途上国に派遣して

ボランティア自身の双方にとって非常に意義深い

いる。それに対し、スウェーデンやカナダは、政府

活動であると、明確に答えている。考察の原動力は、

機関によるボランティアの海外派遣事業を行わず、

国際ボランティアに対する危機感であり、考察を導

ボランティアを派遣する NGO を財政的に支援して

くのは、国際ボランティアが持つ可能性への信頼で

いる。

ある。

このような派遣事業の位置づけの違いは、NGO

本書の章立ては以下の通りである。

に対する評価や派遣目的の違いを反映しているの
だろう。今日、多くの NGO が国際協力の現場で活

第Ⅰ部
１
２

国際ボランティアの研究

動し、その規模も大きくなり、優秀で専門的な人材

ボランティア論から見た国際ボランティア（内

を抱え、国際機関や ODA と対応のパートナーとし

海成治）

て国際的な舞台で活動する力を備えるようになっ

国際ボランティアと学び（池田光穂）

てきた。実際のボランティア派遣を NGO に任せ、
政府はその財政支援を行う、というのも有効な選択

第Ⅱ部

青年海外協力隊の研究

だろう。

３

青年海外協力隊をめぐって（中村安秀）

４

青年海外協力隊の社会貢献活動（藤掛洋子）

政府派遣を継続させるのは、ボランティア派遣自体

５

一滴の絵の具－青年海外協力隊員報告書から

に意義を認めているからだと考えられる。中村氏

の学び－（中村安秀）

は、ボランティアの派遣目的を、個人の能力向上重

市民参加と青年海外協力隊（高橋真央）

視と専門性をもつ人材活用という２つの方向性に

６

他方、このような状況において、ボランティアの

分けている（p.43）。途上国のニーズに応えるだけ
第Ⅲ部
７

世界の国際ボランティア

アメリカ（澤村信英）

であれば、後者の方が効率的だろう。では、前者に
はどのような意義があるのだろうか。
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アメリカの代表的な国際ボランティア派遣事業で

多様な文化や価値を認めつつ、地域に内在する豊か

あるピースコー（平和部隊：Peace Corps）は、ミッショ

な資源を新たに組み合わせて、地域の持つ力を引き

ンとして「国際協力」
「国際交流」
「国際理解」の３

出す「触媒」となり得るのだ。

つを上げている。アメリカ国民の異文化に対する理

著者達が指摘しているように、日本の総人口の 1.7%

解を促進することも、ピースコーの重要なミッショ

が外国籍を持つ住民であり（2008 年末現在）、今や

ンとされている。そのミッションに沿って、帰国ボ

日本は多民族多文化社会である。グローバル化の荒

ランティアの社会適応や社会貢献活動を支援して

波を受けて、その傾向は決して逆転することはな

いる。つまり、国際ボランティア事業は国際理解を

いであろう。「地球市民」のマインドを持つ人材は、

促進する機会を市民に提供するものでもあり、その

日本のローカル・コミュニティにおいても切望され

機会を得て国際理解を深めた人材をアメリカ社会

ているのである。隊員達の経験をいかに活用できる

で有効に活用しようというのである。同じような動

かが、グローバル化した世界の中で日本社会が生き

向はカナダやイギリスでも認めることができる。

残っていく鍵となるのだろう。

もちろん、国際ボランティアの複雑で多様な現状

しかしながら、残念なことに、帰国隊員の多くが

からそのような特徴を浮かび上がらせているのは、

国内復帰の難しさに直面している。1965 年から現在

編者の強い問題関心に他ならない。第Ⅱ部で取り上

までに青年海外協力隊に参加した隊員は 3 万 5 千人

げられている日本の青年海外協力隊でも、分析の焦

以上にのぼる（2010 年 11 月末現在）。彼・彼女ら

点は、協力隊員が活動を通して何を学び、帰国後に

の経験は貴重な財産である。それらを日本社会に還

日本社会にどのような貢献をなし得るのかという

元する方法として、本書では、大学院との連携や就

ことに置かれている。それは、青年海外協力隊の現

職支援活動のビジネス化、多文化共生ネットワーク

状に対する強い危機感に根ざしている。

など具体的な提案も示されている。協力隊員の活動

アメリカのピースコーをモデルに 1965 年に発足

を日本社会の背景にかき消される「一滴の絵の具」

した青年海外協力隊は、ODA 実施を目的とした政

にしてしまうか、それとも、日本社会を変える「触

府機関である JICA の一部門として運営されており、

媒」にするかは、どのような社会を望ましいと考え

ODA 事業とボランティア事業との微妙なバランス

るかという私達の選択にかかっているのだろう。

の上に成り立っている。発足して半世紀を迎えよう
としている今日、先進国の若者の情熱と技術を途上
国の困った人に役立てるという古典的な国際ボラ
ンティアのイメージがもはや通用しなくなってき
ているということを内海氏は痛感している。
では、どのようなイメージへの転換が求められる
のか。著者達は、協力隊員の生の声に真摯に耳を
傾けることから、新しい国際ボランティアのイメー
ジを描き出そうとしている。そこには、理想と現実
のギャップに苦悶しながら、現地の人々との交流を
通して、対象地域にある文化、価値観、豊かさに気
付いていき、異文化間コミュニケーションの技能と
「地球市民」のマインドを兼ね備えた人材として成
長していく隊員達の姿がある。帰国後も、「地球市
民」の使命感に支えられて様々な形で社会貢献活動
を継続させている元隊員達の姿がある。国際ボラン
ティアの経験が、帰国後のホスト社会にとっても無
視しがたい影響力を持つようになることを、池田氏
は「草の根のブーメラン効果」と呼ぶ（p.37）。元
隊員達は、理想と現実のギャップを克服しながら、
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【書評】
アクションリサーチ

書評

アクションリサーチ－実践する人間科学－

矢守克也著

新曜社（2010 年）
山

本書はアクションリサーチという研究方法の解

口

洋

典（立命館大学）

「質的」と思われがちなところを、42 回、約 130 時

説書ではない。詳述されているのは「それまでそこ

間、のべ 430 万字のトランスクリプトにより「量的」

になかった研究（リサーチ）という活動をそれまで

に接近したアクションリサーチから、研究者の現場

そこにいなかった研究者が持ち込む」（p.12）際の

での態度に接近するためだ。そして、現場で浸る

「研究態度」（p.11）だ。そこでまず、どんな方法と

ローカリティーを「インターローカルに移転・転

して捉えられるか、山口（2007）にならい、この複

用（transfer）」し、「別の要素で置換（replace）、補

合語を前後 2 語に解体し、前置詞を挿入し概念に迫

填（refill）」しやすく「着地」させる役割を研究者

りたい。結論から言えば、最適な捉え方は「アクショ

は担うと明らかにする（p.44）。

ンを通じた（through）リサーチ」であり、「リサー

アクションリサーチについて関心を抱いた読者

チとしての（as）アクション」
（フィールド）と「ア

は、まずは第 2 章までを読了し、自らの研究フィー

クションのための（for）リサーチ」（デスク）を頻

ルドでどんな成果（物）、すなわちプロダクトを創

繁に往還する研究だ。

出できているか考えてみるとよいだろう。なぜな

序章に続いて 9 章で構成された本書では、まず第

ら、第 3 章は筆者自身が「先行の 2 章とは、性格

1 章で、その祖であるレヴィンはもとより多数の文

を異にしている」
（p.2）と序章で煽っているためだ。

献の渉猟から、研究様式としての特徴が浮き彫りに

さしずめ第 3 章は、第 1 部の概要編の完結章として、

される。無論、それらは古典の解題ではなく、現代

「これが研究か？」とプロダクトに対し問われたと

の社会的な課題に即した収斂だ。筆者によれば、ア

き、「これも研究だ！」と言えるようになるために

クションリサーチとは「価値対立、葛藤の構図を可

記述方法の理解を深める章である。「書簡」の形式

視化し、相互の調整、妥協を図ることを促す」（p.17）

を取った論文が研究成果として成立する可能性に

営みである。特に研究者の実践として「個別性に光

ついて、文芸理論家のバフチンなどを援用しながら

をあてながらも、同時に個別性を常に共同化してい

論考がなされている。

く」（p.17）ものだという。

第 4 章から第 6 章は事例編としての第 2 部に括

要約すると、アクションリサーチでは、近代以降

られ、第 3 章で検討された「書簡」のモチーフに、

の個人主義、産業化、民主主義を安易に批判せず、

阪神・淡路大震災の語り部活動が取り上げられる。

自らも当事者として問題解決ための実践の只中に

第 4 章は「これも研究か？」とプロセスへの問いに

身を置くことが求められる。よって、何かが「わか

「これが研究だ！」と、第 5 章は「これが研究か！」

る」ことよりも「かわる」こと、さらには何かを「か

とスタンスへの問いに「これが実践的研究だ！」と、

える」ことが必然となる。ここに、設立趣旨に「違

第 6 章は「なるほど、だから実践的研究なのか」と、

いを超えて学問研究の成果を分かち合い、それにも

返答ができるようにとの筆者の趣向が評者にはセ

とづく実践を通して地球市民社会を実現する」こと

ンス・メークできた。この視点は、第 4 章から順に

を目的に掲げている国際ボランティア学会の姿勢

「語り直す」、「語り合う」、「語り継ぐ」というタイ

も符合するだろう。もし合点がいかない場合には、

トルが掲げられていることと無関係ではない。な

本書が示すところの、研究者の「シフトチェンジ」

お、第 4 章で検討される、語り手は意図に拠らず「バ

（p.19）が求められよう。

イプレーヤー」を登場させ、その人物と濃密な「互

本書は 3 章ずつが 1 つの部を構成している。第 2

換」を繰り返す中で物語を成立せしめているとい

章では、防災ゲーム「クロスロード」の事例が取り

う点は、その後の第 5 章、第 6 章はもとより、第 3

扱われる。「語り（narrative）」を対象とした研究は

部の鍵概念にもなる。
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本書で数少ない書き下ろし部分が第 6 章だ。そこ

いのか」の感覚的な理解が促されるだろう。

では実践の理論化とは何をすることなのかが明ら

本書は「あとがき」にも記されているとおり、

かとされる。それが最も端的に著されているのが

「京都大学防災研究所に身を移した 2003 年度以降」

「知識や技術を「インターローカル」（地域間）に、

（p.247）に公刊された論文等を中心に編まれた一冊

「インタージェネレーショナル」（世代間）に、「イ

である。その序章こそ本書の書評の様相を呈してお

ンターセクショナル」
（領域間）に伝播させること」

り、まずは序章の精読を強く薦めたい。そこから、

（p.148）という部分だろう。そのため、筆者は前述

「文字となる」ことと「文字にする」ことが異なる

のバフチンの表現を借り、「権威的な対話的定位の

こと、つまりは現場を表現しなければ研究は始まら

もとで発せられる言葉」（p.127）を当事者間で用い

ないし終わらないことが実感できるだろう。また、

ず、「共感、同意、反対、言いかえ、補足」（p.128）

本評では詳述しなかったが、第 9 章で映画『ワンダ

といった応答に満ちた関係構築が必須と説く。

フルライフ』（是枝裕和監督作品）をもとに、研究

ただ、現場研究の成果は「ボランティア日記」な
どと揶揄されることがある（例えば、山口 , 2008）。

対象ではなく研究主体に接近している着想の背景
も伺い知ることができよう。

特にそれが文章の質ではなく論文の質、ひいては研

これは勝手な思い込みかもしれないが、国際ボラ

究の質や様式に対する批判を受けたとき、それらの

ンティア学会の会員は、その多くが研究対象地と研

指摘に誠実に向き合っていく際の理論的支柱を、第

究対象者を有し、実践を通じた研究に取り組んでい

3 部は与えてくれる。第 7 章では社会的表象論の提

ることだろう。無論、全ての研究者は研究という実

唱者のモスコビッシの論文と、それらの再検討を

践を営む者であるとも言えるのだが、研究という実

重ねるワーグナーの論文から、そもそも「基準に

践と、研究のためだけでない実践の双方を営む者が

適合する表象が true、適合しない表象が false（たと

多いのではないか。昨今、質的研究の隆盛ともあい

えば、錯覚）、あるいは、biased（たとえば、偏見）

まって、佐藤（2006）や渥美（2007）やフリック（2011）

だと見なされる」（p.197）という具合に、主客二項

など、現場研究の方法論を示す書籍が刊行されてき

対立図式に基づいて価値判断が行われること自体

た。そのような中、本書は、研究と実践の相即に悩

「ナンセンス」
（p.197）と断じる。さらに第 8 章では、

んでいる場合、さらには実践に重きを置きながら、

対象に向き合う主体が対象と共に「人々にとって、

実践をどのように研究として位置づけていくかの

ある環境としてあらわれている」（p.213）状態に身

態度に迷いを抱いている研究者に必携の一冊とな

を置くことになるのかが紐解かれていく。そして、

ろう。

阪神・淡路大震災以降、急速に市民言語として普及
した「活断層」という専門用語に着目し、「その時

山口洋典．2007．ソーシャル・イノベーション研究にお

その場限りの了解困難な事象として存在するほか

けるフィールドワークの視座：グループ・ダイナミッ

なかった事象」が、「抽象的な概念」によって「安

クスの観点から．同志社政策科学研究 9(1): 1-21．

定した社会的現実」と化すと、その成立過程を示す

山口洋典．2008．
「研究フィールド × 理論」が紡ぎだすもの：

（p.228）。

「脱ボランティア日記」化のためのフィールドレポー

以上、本書が問いかける研究者の立ち位置、すな
わち研究の立脚点に特に焦点を充てて評じてきた。

ト．同志社政策科学研究 10(2): 205-207．
渥美公秀．2007．研究をまとめる：「バイリンガル」に．

本書に通底する問いは、実践的研究に取り組む者

小泉潤二・志水宏吉編．実践的研究のすすめ ― 人間

は、研究対象となる当事者と互いにどのように作用

科学のリアリティ．有斐閣．71-84．

し、産物を生むのか、すなわち研究者は現場でいか
に立ち居振る舞うのか、ということである。その点
で惜しむらくは「できた」人が書いているために、
「できない」と思っている人に「できるようになる」
ための安易な方法論は提示されないという点で、読
者の期待が裏切られるかもしれないことだ。一方で
「何をしたらいいか」という人には「こうしたらい
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佐藤郁哉．2006．フィールドワーク増訂版：書を持って
街へ出よう．新曜社．
ウヴェ・フリック．2011．新版質的研究入門．春秋社．

投 稿 規 定

Instructions for authors

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.12

【執筆・投稿規定】

『ボランティア学研究』執筆・投稿規定
本誌は，国際ボランティア学会の機関誌であって、特集、論文、研究ノート、フィールドレポート、書評
などからなり、発行は 1 年 1 巻とする。冊子として発行する他、国際ボランティア学会の責任において、電
子データとしても公表する。
１．投稿資格
・筆頭著者は本学会員に限る。
・投稿される論文等は未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）
や単行本として既刊あるいは刊行予定のもの、あるいはこれらに投稿中の論文は本誌に投稿できない。
２．投稿原稿の種類
・ボランティア学に関する論文、研究ノート、フィールドレポート、書評とする。
・論文：独創的な研究論文など。12,000 〜 20,000 字（図表・注記・文献・要約を含む全文）。
・研究ノート：ボランティア学にとって重要な研究資料やデータのまとめなど。12,000 〜 20,000 字（図表・
注記・文献・要約を含む全文）。
・フィールドレポート：継続的な活動についてのレポート。6,000 〜 10,000 字（図表・注記・文献・要約
を含む全文）。
・書評：最近出版された日本語あるいは外国語の著書に対する書評。3,000 字程度（文献等を含む）。
・編集委員会が必要とみなした場合には、投稿原稿が制限字数を越えても認められることがある。
・なお、英文での投稿を希望する場合は、制限ワード数などについて、別途編集委員会に照会すること。
３．投稿原稿の構成
①第 1 ページには、日本語のタイトルと著者名、所属、英文のタイトルと著者名、所属、ならびに著者（代
表者）の連絡先（住所および電子メールアドレス）、投稿原稿の種類、謝辞のみを記す。
②第 2 ページには、日本語のタイトル、日本語の要約、日本語のキーワード、ならびに英文のアブストラクト、
英文のキーワードを記す。
③第 3 ページ以降に、日本語のタイトル、原稿の種類に続き、原稿本文を書くこと（著者名は書かないこと）。
④書評には、英文のタイトルは必要ない。
４．要旨とキーワード
日本語の要旨は 500 字以内、英文のアブストラクトは 300 ワード以内、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。
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。
・句点は「、」、読点は「。」を用いる。
・数字は半角で、算用数字を用いる。
・ローマ字は半角を用いる。
３）注記および引用文献は論文末に、注記・引用文献の順で記載する。
４）図表、注、引用文献の記述形式は、別添の「執筆要領〔図表表記・引用法〕」に従う。
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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) 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。ファイルは図表を含めて一つにまとめること。件名に「ボランティア学研究投稿原稿送付」
と明記する。
〔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
1 原稿ごとに 2 名の査読者を選定し、
投稿原稿の採否は、
編集委員会において決定する。審査にあたっては、
その結果を参考にする。査読者には、投稿者名を伏して依頼する。
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
本文中の当該箇所に挿入する。ただし原則として、表と図はそれぞれ 400 字として数える。表には、表 1、

表 2 のように通し番号を付ける。表題は表の上部に付け、必要に応じ、注および出典を明記する。図の扱
いも表と同様にするが、表題は図の下部に付ける。
表1

ボランティアに対する意識（年齢別）

（注）
（出典）

（注）
（出典）
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．引用方式
基本的に、論文中の引用方式を統一することが重要である。
（1）本文中での引用文献
文中の引用箇所には（第一著者の名字

西暦の発表年）を記載する。複数の場合は「；」
（全角）で区切る。

引用ページは、発表年の後「:」（半角）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）
（2）翻訳のある外国書からの引用
原典から直接に引用する場合は、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。
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（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（以下，□は空欄を表す）
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。
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. Columbia University Press.
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．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 and 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．
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（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): 137-154.
〔注〕
ⅰ．3 名を超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）
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．外国語文献の書名、雑誌名はイタリック体で表記するが、和文献は普通体とする。
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
み）．で表記し、後は、ファースト

ミドルネーム（イニシャルの

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。
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.）
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）
ボランティア白書編集委員会．2001．ボランティア白書 2001．日本青年奉仕協会 .
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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．○○大学大学院○○学研究科修士論文（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
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）.
⑬ CD-ROM の場合
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。
以上
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集

後

記

今号では「東日本大震災と国際ボランティア」を特集し、3 名の会員から寄稿いただきました。まず、ご
多忙な中、快く寄稿を引き受けていただきました各位に心より感謝申し上げます。いずれの論文も、臨場感
のある、心が揺れ動かされる内容だと思います。また、大学関係者だけではなく、NGO/NPO に属する会員か
らも寄稿いただけたことは、特集全体の議論に厚みを持たせてくれています。
誰もが自らの目を疑った東日本大震災からすでに 1 年以上が経過しました。本年 3 月の 1 周年追悼式にお
ける天皇陛下のおことばの中で、ボランティアによる支援活動や外国からの救援隊に対する謝意が表されま
した。このような支援を諸外国から受けたことは、日本のこれまでの「国際協力」を新たな方向へ進化させ
てくれたのではないでしょうか。そのあたりの論考は、震災発生直後より現地に赴き、活動された中村会員
などの特集論文の中に記されています。
今回、自由投稿論文としては、5 篇の投稿があり、3 篇を収録することができました。今回、査読をしてい
ただきました会員諸氏に、この場をお借りして御礼申し上げます。いずれも力作ぞろいであったことが採択
率の高さにつながっていますが、投稿論文の数がまだ十分ではありません。研究の成果や実践の報告の場と
して、積極的にご活用いただければ幸甚です。
論文に加え、研究ノート、フィールドレポート、書評の種別を設けており、研究者だけではなく、NGO 等
での活動を踏まえた論考や実践報告なども積極的に取り上げていきたいと考えています。学会誌は会員各位
からの投稿により成り立っており、その内容は学会活動の重要なバロメーターです。
最後になりますが、今号より新たな編集体制で刊行することとなりました（下記）。ここ数年、刊行時期が
不定期になっていましたが、次の第 13 号より、2 月の学会開催の前に刊行し、原稿締め切りはその前年 5 月
を基本としたいと思います。執筆規定なども一部改正し、誤解の少ないようにしました（今号に収録）
。投稿
に関するご質問等は、ご遠慮なく、編集事務局までご連絡ください。
（澤村）
〔編集委員会〕
澤村信英（大阪大学、委員長）、小島祥美（愛知淑徳大学）、藤掛洋子（横浜国立大学）
山口洋典（立命館大学）
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