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特集「二十一世紀の国際ボランティア」について
小
我々が 21 世紀を迎えてから、はや 17 年が経った。
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本学会発足から今日に至るまで、国際ボランティア

国際ボランティア学会は、ちょうど 21 世紀の到来

という新しい分野を、理論と実践の 2 つの領域にま

間近の 1999 年に設立した。学会誌『ボランティア

たがる研究分野として学術化してきた経緯を体系

研究』第１号が発刊されたのは翌年の 2000 年。そ

化した。

の初刊号には隅谷三喜男氏（初代学会長・東京大学

グローバル社会による情報や貨幣の氾濫と不均

名誉教授）の学会設立総会記念講演が掲載されてい

衡が格差をうみ、更に科学が急速に発展する 21 世

る。隅谷先生の講演テーマは「21 世紀の国際社会

紀に、人間らしさが見失われがちとなり、我々は

とボランティア」であり、今回の特集号と偶然重な

我々の存在自体をどのように把握すべきかが大き

る。その講演の主旨は「情報化社会（インターネッ

な課題となっている。オーストリア出身の Martin

トの普及）」、「世界経済の不均衡化」、「阪神・淡路

Buber（宗教哲学者・社会学者）は、自著『対話の

大震災での隣人再考」が 21 世紀のボランタリィズ

哲学』のなかで、「我」と「汝」が語り合うことに

ムやボランティア活動に影響を与えるであろうと

よって世界が拓けていく、と説いている（ブーバー

予測しつつ、締めの言葉として、「本学会に与えら

1979）。日本では近代化の中で伝統的な共同体や家

れた課題は、ボランティアに関する理論的な討究の

族が崩壊し、各々の「我」が孤立してきた。「我」

場、議論を構築する場であり、我々学会員が本学会

の「汝」にあたる友人や隣人との関係を、我々の中

を通じてそれらを推進すること」と述べている（隅

に形成していく必要がある。我々は、非常に悲惨な

谷 2000）。

人々の姿というものを見たときに、あるいは支えを

今回の特集号は、奇しくも 17 年前に隅谷先生が

必要としている人と出会った時に、私たちの人間存

提示した 4 つの課題に関する内容であり、あたかも

在の根底にある、人としてのあり方、すなわち「私」

隅谷初代会長にフィードバックするような論文が

と「あなた」という関係に心動かされ、「あなた」

揃った。はじめに、山田恒夫氏（放送大学）は「情

に対して行動したい衝動に駆られる（隅谷 2000）。

報化社会における国際ボランティア活動」をテー

ボランティアの原点はまさに「あなた」という「隣

マに、インターネットの普及によるボーダレス性、

人」の発見と行動であろう。更にそれは物理的に

マルチメティア・マルチモーダル性、オープン性、

目の前にいる「あなた」だけでなく、特に 21 世紀

分散性について説明し、そのなかで国際ボランティ

ではスマホや iPad、パソコンなどを通したサイバー

ア活動に通じる特徴について分析した。次に、林

空間の「あなた」へとネットワークが拡大し、地球

薫氏（文教大学）は「国際ボランティアと開発」に

規模で「あなた」を発見し行動へと結びつけること

ついて、開発協力における関係性パラダイムの変遷

ができる。

と、援助機関による貧困問題への取り組み、ポス

ボランティアは「我」と「汝」の関係を基盤とし、

ト資本主義を切り口に、開発協力を通じた世界（経

その延長線上に共同体、市民社会、政府、そして国

済）の不均衡化への挑戦について考察した。そして、

際レベルに対する影響力へと発展することが期待

山口洋典氏（立命館大学）は「無自覚の宗教性を

されている。例えば最近の『世界ボランティア白書』

もとにしたボランティア活動の台頭－宗教とボラ

（UNV 2015）では、一見、ボランティアとは全く関

ンティアの 20 年」をテーマに、原点としての阪神・

係ないと思われる「ガバナンスの変革」がテーマで

淡路大震災でのボランティア活動の紹介から、宗教

あった。その内容は世界で起こる不平等を解消し、

を超えて（＝無自覚の宗教性）「他者を癒し、救済

あらゆる次元で貧困を根絶し、全ての人にとって持

したいというミッション」について検証した。最

続可能な開発を達成するという、地球規模で人々と

後に、内海成治氏（京都女子大学・京都教育大学）

そのリーダーが共有する夢の実現に協力できるよ

は「国際ボランティア学会の果たした役割」と題し、

う、個々のボランティアリズムを強力なリソースと
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するにはどうしたらいいかという内容の検討と議
論が主に記述されている。また「ボランティアには、
社会的な規範や価値に影響を与え、これを形成でき
る」力が期待されている（UNV 2015）。これらの文
脈から、ボランティアに関する世界的な潮流として、
国際（International）
、
国家（National）
、
地域（Regional）、
共同体（Community）の全次元において、公的組織
など既存の体系では克服し難い諸問題の解決をボ
ランティアリズムとその活動に求めていこうとす
る動きが更に強まるといえよう。
この 21 世紀に “ 人間らしさの回復 ” や社会にお
ける “ 克服し難い諸問題の解決 ” に対する期待が高
まるなか、国際ボランティア学会は、地球規模のボ
ランティアリズムの理論と実践の２領域にまたが
る研究分野を持ち合わせつつ、その議論を構築する
アゴラ（広場）の役割を果たし発展していかねばな
らない。
【引用文献】
隅谷三喜男．2000．
〈設立総会記念講演〉21 世紀の国際
社会とボランティア．ボランティア学研究 1: 5-14．
ブーバー、マルティン．1979．我と汝－対話．岩波文庫．
UNV (United Nations Volunteers). 2015. State of the World’s
Volunteerism Report 2015. United Nations Development
Programme (UNDP).
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情報化社会における国際ボランティア活動
山

田

恒

夫（放送大学）

【要旨】
21 世紀を特徴づけるものとして、高度情報化社会・高度知識基盤社会がある。情報通信技術（ICT）は、
21 世紀社会を成り立たせる基盤となる一方で、さまざまな社会変化にともなう負の影響を克服する可能性を
示している。また、ICT は人類に新たなフロンティア、「サイバー空間」をもたらした。国際ボランティアに
も、ボランティア活動と ICT との関わりのなかで、新たな可能性がもたらされている。ICT による新たなボ
ランティア活動の特色としては、遠隔参加、いつでもどこでもだれでも参加、協調参加、経験共有などがある。
ICT により、緊急時通信、流通、広報とコミュニティ支援、資金確保、人材募集、教育と研修、人材開発管理、
安心・安全の確保などの機能を強化・補完することが期待される。サイバー空間でのボランティアとして、ネッ
トいじめや炎上に対する対応、サイバー防犯ボランティア、オンライン教育支援ボランティアなどの例がある。
21 世紀の国際ボランティア活動では、サイバー空間でのボランティア活動や ICT 利用を対象にしたボランティ
ア活動が増えることが予想され、技術開発や人材育成を進める必要がある。
【キーワード】情報通信技術、サイバー空間、情報リテラシー、国際ボランティア活動、サイバーボランティア

１．はじめに

21 世紀に入っても、世界的にみると、紛争や大

規模災害は絶えることはなく、国際的な支援活動の

因として作用することもある。しかし本来、技術自
体は中立で、それを開発運用する人間の能力や倫理
の問題である。

必要は増している。人間の諸活動の国際化・グロー
バル化、それによって生み出された多文化共生社会、

２．情報化社会と知識基盤社会の特質

多元社会はボランティア活動に本質的な影響を及ぼ

ICT によって人類は情報や知識を大規模・高速・

す。先進国を中心に高齢化も進み、いくつかの先進

効率的に、しかも容易に蓄積共有できるようになっ

国では超高齢化社会の域にさしかかる。長寿命と社

た。また、障害者等におけるアクセシビリティの

会変化の速さが、生涯学習の必要性や労働力の国際

改善にも役立ち、社会的格差や障害を克服するツー

移動を促す。人類は、ものやサービス・富・労働力・

ルとしての有効性も示した。ICT は、高度情報化社

知識が偏在するなかで、人口爆発や気候変動、環境

会・高度知識基盤社会そのものを成り立たせる基盤

汚染といった国境を越えた課題をかかえながら、だ

となる一方で、さまざまな社会変化にともなう負の

れひとり取り残されることなく、持続的な発展を

影響を克服する可能性を示している。

進めなくてはならない（例えば、
「Transforming our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development」
、
国

連、2015 https://sustainabledevelopment.un.org/

情報化、特にインターネットの特徴については、
例えば、ボーダレス性（情報は、簡単に、そして瞬
時に国境を越える）、マルチメディア・マルチモー

content/documents/21252030%20Agenda%20for%20

ダル性（文字、映像、音声、画像など多様な情報を、

Sustainable%20Development%20web.pdf）
。 さ ら に 21

双方向的にやりとりできる）、オープン性（個人が

世紀を特徴づけるものとして、高度情報化社会・高

不特定多数に向けて情報を発信できる、オープン

度知識基盤社会がある。その基礎となる情報通信技

ソースの考え方が基調となっており、ソフトウエ

術（Information and Communication Technology, ICT）

ア、コンテンツ、技術標準の多くはオープン・無償

は人類の目標に対して、触媒として促進的に機能す

である )、分散性（ネットワークに接続された計算

ることもあれば、律速要因、場合によっては阻害要

機や記憶媒体は、独立して、場合によっては協調的
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に機能する）などがある。このなかには、国際ボラ

や広報手段にインターネットを活用するようなも

ンティア活動に通じる特徴がある。

のまで含む。カテゴリー４は、情報化社会／知識基

また、ICT は人類に新たなフロンティア、すなわ

盤社会における諸問題を、新たに「ボランティア

ち、
「サイバー空間」（情報化による情報空間）をも

活動 ×ICT」によって解決しようとする場合で、多

たらした。サイバー空間では、実空間の身体から遊

くのサイバー空間におけるボランティア活動はこ

離して仮想的な（「ヴァーチャルな」）体験を行なっ

こに含まれる。サイバー犯罪抑止のためのサイバー

たり、匿名で他人とコミュニケーションができる

パトロールボランティア、TV 会議システムを利用

（匿名性・仮想性・非身体性）。このほか、情報爆

した学習支援ボランティアなどはここに含まれる。

発（世界中のデータベースやリポジトリには玉石混

いずれの場合も、活動自体は、現実空間でもサ

交の膨大な情報が蓄積され続けている）、情報格差

イバー空間でも、その組み合わせでも可能である。

（情報環境や情報リテラシーの格差が新たな格差の

カテゴリー１（「ボランティア活動 ×ICT」の普及や

源となる）、ビッグデータとプライバシー（データ

学習）を、現実空間の集合型セミナーとして開催

の半永久性や連結性が新たな人権侵害をもたらす

することも、サイバー空間でインターネット等を

可能性があり、「忘れられる権利」といった新たな

利用した Web セミナーとして実施することできる。

権利が主張される）、シンギュラリティ（「技術的特

カテゴリー３（ボランティア活動を、ICT を活用し

異点」、機械、より具体的には汎用人工知能が人間

て実施）では、現実空間での募金活動のボランティ

の知的能力を超えることによるさまざまな影響）な

ア募集をインターネットで行うことも、募金活動そ

ど、新たな課題も見えてきた。

のものをサイバー空間の Web ページでおこなうこ
ともできる。

３．国際ボランティア活動の拡張

ボランティア活動と ICT とのかかわり（「ボラン

ティア活動 ×ICT」）を 2 次元で示したものが表１で

４．ICT によってもたらされた新たな
ボランティア活動の特色

（１）遠隔参加（遠隔通信、翻訳支援）

ある。
カテゴリー１は、ボランティア活動および ICT

インターネットは容易に国境をこえる。電子メー

利用がともにプロジェクトやボランティア活動の

ルやインターネット電話は、通信の利便性とコスト

目標や対象になっている場合で、「ボランティア活

を劇的に低減した。帯域が許せばテレビ会議システ

動 ×ICT」の普及や学習などがその例といえる。カ

ムを使用することで、さらに臨場感も増す。もちろ

テゴリー２は、ICT の利活用に関わる既存の事業を

ん現地で見聞することの経験に勝るものはないが、

ボランティア活動によって実施する場合で、開発

緊急時や危険地域等の理由で、現地に赴けないとき

途上地域において情報リテラシー教育を現地で実

には有効な代替手段となる。テレビ会議を利用した

施したり、学校に LAN 環境を設置するスクールデ

遠隔医療や、インターネットによる遠隔教育はその

― などにその例を見ることができる。カテゴリー

例である。国際的なコミュニケーションにおいて言

３は、既存のボランティア活動において ICT を活

語は大きな障壁であったが、近年機械翻訳の精度は

用する場合で、現実空間におけるボランティア活

向上しモバイル端末でも基本的な機能として付加

動の質を ICT によって根本的に改善するようなも

されるに至っている。

のから、一般事務にコンピュータを使用したり通信
表１ 「ボランティア活動× ICT」の諸相
ボランティア活動
目標・対象
目標・対象

１）「ボランティア活動× ICT」の普及や ２）ICT 利活用に関わる事業をボランティ
学習
ア活動によって実施

方法・手段

３）ボランティア活動を、ICT を活用して ４）問題・課題を、「ボランティア活動×
実施
ICT」によって解決

ICT 利用
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方法・手段
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（２）いつでもどこでもだれでも参加（アバター、
アクセシビリティ改善）
ICT は、ボランティア活動を身近なものにできる。

ンティア募集・登録サイトが利用可能であるが、自
身でサイトを運営する場合には各国の法令を遵守
しなくてはならない。

国際ボランティアに現地参加する場合、まとまった
資金と時間があって初めて実現できる。現地の状況

（４）経験共有（コンテンツリポジトリ）

によっては、さらに言語能力など特殊な技能も必要

ICT の効用が特に期待されるのがボランティアの

となる。こうした準備ののちに参加するボランティ

教育訓練の分野である。ボランティア活動は目標や

ア活動からは日常では得難い経験も得られるわけ

状況において、多様な知識や技能が求められ、か

であるが、その一方気軽に参加できるわけではな

つ創造的な活動であるため画一的な集合型研修が

く門戸をせばめてきたといえるだろう。高齢者や障

機能するのはその一部に限られる。特に国際ボラ

害者であれば、参加意思があっても結果的にあきら

ンティアの場合、海外の地域事情、異文化の学習

めざるをえないこともあったであろう。ICT は、国

が含まれ、ビデオ映像による学習が効果的である。

際ボランティア活動を要素に分解し、その一部に遠

各機関が開発した教材やボランティア自身が援助

隔地からでも関与できる状況を実現する。資金提供

先で収録した貴重な記録を共有再利用できれば、学

のためのクラウドファンディングやフェアトレー

習効果や効率性の観点から有効と考えられる。さま

ド商品のネット流通などはそうした例である。こう

ざまなコンテンツを共有再利用するデータベース・

した「ナノ・ボランティア活動」は国際ボランティ

システムとしてリポジトリ（コンテンツ管理シス

ア活動の一部でしかないが、ボランティア活動への

テム）があり、公共性・経済性（エコ・システム）

ロングテールのニーズを集めて、大きな社会運動に

の観点から、オープンコンテンツとして公開される

発展させるレバレッジ効果が期待できる。

ことも少なくない。コンテンツには著作権やプラ

ボランティア活動への阻害要因として、自身の行

イバシーなど権利処理に注意を要する場合があり、

いが他人に知られてしまうことへのおそれ・不安

リポジトリ運営者はコンテンツの質もあわせて助

や、被援助者との社会関係構築の困難さへの不安が

言や支援を行う場合もある。教育分野では、マサ

ある。インターネットの匿名性や、アバターを利

チューセッツ工科大学（MIT）のオープンコースウ

用した社会的役割の変換はこうした障壁をさげる。

エア（OCW）や、UNESCO の推進する「公開教育

ボランティア活動を人間的成長の機会としてとら

資源（Open Educational Resources、OER）運動が著

えるのであれば、「ひきこもり」現象が一般的にみ

名であるが、国内大学等の機関リポジトリのなか

られる現代では、こうした匿名型ボランティア活動

にも OER は少なくない。放送大学では、国立情報

も、成長過程において一時認められてよいのではな

学研究所の機関リポジトリ連携システム（Japanese

いだろうか。

Institutional Repositories Online、JAIRO、
「ジャイロ」）
を利用し、日本オープンコースウエアコンソーシア

（３）協調参加（SNS、コミュニケーション）
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）や

ム（JOCW）と協働し、GLOBEReferatory@Japan を
運 用 し て い る（https://globereferatory.repo.nii.ac.jp/）

電子メールなどのコミュニケーション機能を活用

が、国際ボランティア学会と連携し、オープンコン

し、個人や団体に分散している断片的資源を共有再

テンツとしての国際ボランティア学コレクション

利用することで、新たなプロジェクトをより短時間

を構築した（山田他、2011）。

で立ち上げることができる。一方、プロジェクトメ

一方、コンテンツリポジトリや SNS になんらか

ンバーあるいはパートナーとして信頼できるか、共

の活動履歴を残すことは個人情報の不正使用やプ

有する資源の質は妥当かどうかについては、コミュ

ライバシー侵害をもたらし、予期しない危険に巻き

ニティとして常日頃信頼醸成を進めておく必要が

込まれたり権利侵害を引き起こすこともあるので

あるが、物理的に会合をもつことができない場合で

十分に注意すべきである。

も、コミュニティツールを使えば、ある程度は補う
ことはできる。資金面に焦点をあてるのであればク
ラウドファンディングサイト、人材面であればボラ

５．今後の発展が期待される ICT 利用

特色ある ICT 利用がボランティア活動自体の本
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質的な特徴となっている場合もあるが、多くの汎用

グループ（メンバー）、周辺コミュニティ、一般公

的な ICT が活用され活動の効率性を高めるような

開というように、情報の種別によってアクセス可

利用もある。単なるパソコンの利用だけでも、特に

能範囲を限定できるので、組織内の情報共有やコ

インターネットの使用環境では、文書作成、情報発

ミュニティ維持のためのグループウエアとしても

信、コミュニケーションやコミュニティ形成、会計

利用できる。一般の商用（無償）サービスを組み

処理は格段に改善される。

合わせて（「マッシュアップ」）カスタマイズする

最近のソフトウエア開発では、アジャイル型、

こともできるが、公共性の高いコミュニティを対

マッシュアップ型の開発がさかんである。ソフト

象にして設計された、無償のパッケージなどもあ

ウエア開発の際、スクラッチから（一から）開発

る（例、国立情報学研究所、「NetCommons」、http://

するのではなく、共有再利用したソフトウエアのモ

www.netcommons.org/）。

ジュールや、無料の一般的サービスを組み合わせて
開発することにより、より安価に短期で開発でき
る。従来のウォーターフォール型の開発にくらべ、

（４）資金確保
インターネットによって新たな可能性が拓かれ

資本がなくても柔軟に実現できるエコシステムと

たのが、資金調達である。Web ページに募金のリ

して、ボランティア活動団体のニーズに合致する。

ンクをつくり、徴収システムに誘導することは技術
的には大きな課題はない。しかし、これでは Web

（１）緊急時通信

ページの運用者の信用がわからず、多くの利用者

東日本大震災での経験もふまえ、検討が進めら

は二の足をふむ。また、資金提供者の側からする

れてきたのが緊急時通信の在り方である。大規模

と、理念や哲学にあった適当なプロジェクトに募

災害では各所で通信が途絶することが予想される。

金したい場合に、多数の Web サイトを訪問しなけ

また安否確認など、周辺部でも大量のトラフィック

ればならず不便である。クラウドファンディング

が生ずる。衛星通信も活用し多重性を確保すると

（Crowdfunding）とは、多くの人が主としてインター

ともに、分散的でロバストなインターネットも有効

ネット経由で財源の提供や協力などを行うしくみ

と考えられている。さまざまな組織で「安否確認シ

で、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合

ステム」を立ち上げられているが、Web を利用し

わせた造語といわれる。クラウドファンディング

た国際的な安否確認サービスとして、日本赤十字社

は、より多くの人が、自身の興味関心、思想信条に

および赤十字国際委員会（ICRC）の「Family Links

よって、少額の資金で国際ボランティア活動に参加

（ファミリー・リンク）」があり、日本語以外に、英

できる仕組みともいえる。

語、韓国語、中国語、ポルトガル語、スペイン語

クラウドファンディングが対象とするのは、必

で登録することができる（https://familylinks.icrc.org/

ずしも無償や非営利の活動ではないが、哲学やポ

en/Pages/home.aspx）。

リシーがボランティア活動団体、すなわち NPO や
NGO と重なる部分が多く、クラウドファンディン

（２）流通

グサイトには、社会貢献やボランティア活動のジャ

電子商取引の普及は、大資本をもたない個人や

ンルをもつものも少なくない。米国の Kickstarter

NPO などの参入障壁も下げた。ボランティアに必

（http://kickstarter.com/）、 日 本 の Readyfor（https://

要な物資を調達する場合にも、ボランティア活動の

readyfor.jp/）には「社会にいいこと」・「地域」、ま

結果生じた生産物を換金することにも使用できる。

た Campfire（https://camp-fire.jp/category/social-good）
には「ソーシャルグッド」というジャンルがある

（３）広報とコミュニティ支援

（2016 年 12 月 17 日現在）。

個人であっても組織であっても、Web やソーシャ
ルネットワーキングサービス（SNS）を活用して、

（５）教育と研修、人材開発管理

広報や情報公開あるいは情報発信をおこなうこと

ボランティア活動やボランティア組織の持続性

ができる。多くの SNS は双方向性通信やアクセス

を考えた場合、ボランティアのスキルアップやボラ

制限などの機能が提供されており、ボランティア

ンティア間の経験の共有、そして後継者の育成は本
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質的な課題である。しかし、多くのボランティア団

き、多くのボランティア機関がそのためのホーム

体は小規模であり、独自に研修プログラムを用意す

ページを開設している（例、JICA ボランティア、

ることは困難である。こうした場合、教育研修ベン

https://www.jica.go.jp/volunteer/index.html、 ピ ー ス

ダーにアウトソースする、ボランティア団体で共同

ウィンズ・ジャパン、http://peace-winds.org/support/

開発・運用することが想定されるが、その際検討し

volunteer/）。ボランティアと被援助者のリクエスト

たいのが無償の公開教育プログラムや公開教育資

のマッチングを行うポータルサイトも存在する。こ

源（OER）の活用である。OER は 2002 年の米国マ

うしたボランティア募集のなかには、非営利活動に

サチューセッツ工科大学（MIT）のオープンコース

ふさわしくないものもあり、品質保証のしくみが必

ウエア（Open CourseWare，OCW）をその嚆矢とし、

要である（ボランティア団体の評価など）。

UNESCO が the 1st Global OER Forum in 2002 を開催

少子高齢化の進む我が国では、年齢・性別を問わ

し、教育の質の改善あるいは教育資源の南北格差の

ず多様なボランティアの参加が必要で、身体的な限

解消の手段と位置付けたのち世界的に普及した。10

界がある場合でも、パワースーツやドローンなど、

年目に節目には、2012 年にはパリ OER 宣言（http://

ロボット工学の成果を活用することも検討される。

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/
CI/pdf/Events/Paris%20OER%20Declaration_01.pdf; 日
本語訳、http://jocw.jp/jp/?p=79）が採択されている。

（７）安心・安全の確保
近年、携帯電話、テレビカメラや自動車など、さ

わが国でも 2005 年日本オープンコースウエアコン

まざまな製品にコンピュータが用いられ、さらにそ

ソーシアム（JOCW）が結成され、加盟大学等がオー

れがインターネットに接続されるに至った。これま

プンな教材・素材を提供している。OER の実態は

でのインターネットはヒトとヒトをつなぐという

教材・素材の配信にとどまるが、2012 年（我が国

イメージであったが、ヒトとモノ、モノとモノと

では 2013 年）以降、オンラインコース（インター

いった、「モノのインターネット（IoT、Internet Of

ネットを活用した遠隔教育講座）、すなわち教育そ

Things）」という状況が生まれている。自動車の自

のものを公開しようという動きもでてきた。これが

動運転、電化製品の遠隔操作、ビデオカメラを使っ

MOOC（Massive Open Online Course、大規模公開オ

た遠隔・見守りサービスなどが実現できるようにな

ンライン講座、
「ムーク」）であり、わが国では一般

り、場合によってはボランティア活動の負担を軽減

社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会

する。通常、こうしたコンピュータのまわりにはセ

（JMOOC、https://www.jmooc.jp/）が推進する。OER

ンサーが配置され、自動的にデータを生成・送信・

や MOOC はデジタル資源であり、高度なコース管

蓄積し、それがインターネットを介して集められ、

理には学習解析（Learning Analytics）技術と人工知

「ビッグデータ」となる。こうした「ビッグデータ」

能（AI）が必要とされる（cf. 山田、2015）。
オンライン学習などの遠隔教育は、遠隔かつ広く

の解析によって新たな知見をもたらされる一方で、
パーソナルデータの流出といった事態も生じ、よ

分散した講師と学習者あるいは学習者同士を、容易

り厳密なセキュリティ対策は必要である。さらに、

に結び付ける。インターネットの特徴であるボーダ

オープンサイエンスやオープンガバメントの観点

レス性は、特に国際的な広がりをもったボランティ

から、蓄積された「ビッグデータ」を公開し、連結

ア活動で有効といえる。教育の質を高めるものとし

したり再利用したりしやすいようにする運動も始

て、反転授業（flipped classroom）などブレンディッ

まっている（Linked Open Data, LOD）。こうしたデー

ドアプローチ（遠隔学習と対面学習の併用）が注目

タの活用とボランティア活動を組み合わせること

されているが、講師が海外にいたりスキルの習得が

も、今後は増えてくるものと考えられる。

実地で行われる国際ボランティア教育でも、知識伝

ICT を防災・減災や災害時の対応に生かす「災害

達はオンラインコース、スキル習得は実地・対面と

情報学」という分野もあり、その知見は災害ボラン

いうような利用の工夫が期待される。

ティア活動にとっても有用である。日本災害情報学
会の設立趣意書によれば、
「災害情報学とは、防災

（６）人手の確保
Web 広 報 で は ボ ラ ン テ ィ ア の 募 集 に も 活 用 で

および減災のために必要とされる情報についてその
内容・送り手・受け手・伝達方法・情報伝達システ
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ム等について研究する」学際的研究分野で、
「その

（２）サイバー防犯ボランティア

研究対象は平常時から緊急時・復旧時まで、ソフト

サイバー防犯ボランティア活動は、サイバー空間

からハードに至るまで、さらに行政機関から報道機

で、ネット犯罪などの反社会的行為および個人情報

関、事業所・個人まで、すべてを包含した社会全体」

の流出やネットいじめなどの不適応行動が無視で

である（http://www.jasdis.gr.jp/09annnai/index5.html）
。

きない状況であることをふまえ、その発見と対処お
よび社会規範意識の涵養を、多くは警察庁の指導

６．サイバー空間でのボランティア

「ボランティア活動 × ICT」を特徴づけるのが、

あるいは連携の下におこなう活動である。主な活動
として、①犯罪被害防止のための教育活動、②広

サイバー空間（仮想空間）でのボランティア活動で

報啓発活動、③サイバー空間の浄化活動（サイバー

ある。サイバー空間での諸活動が現実空間とより密

パトロール）、④悪質な利用者への指導・注意があ

接に関連しより大きな影響をもつほど、そこでの影

げられている。特徴的な活動はサイバーパトロー

の部分を解消する援助行動も必要となる。ICT は人

ルで、インターネット上の違法・有害情報を発見す

類にさまざまな利便性をもたらしたが、ネット犯罪

る活動のことである。サイバーパトロールを通じて

やサイバーテロ、ネットいじめやインターネット中

発見した違法・有害情報については、インターネッ

毒（依存症）など、負の効果も無視できないところ

ト・ホットラインセンター（違法情報、http://www.

にきている。こうした影の部分には、以前から人類

internethotline.jp/）やセーフライン（有害情報・違

社会にあった事象が ICT により単に増幅されたに

法情報、https://www.safe-line.jp/）へ通報したり、犯

すぎないケースもあるが、人類がサイバー空間に適

罪予告や自殺予告に関する書き込み等の緊急案件

応していく過程で全く新たな課題として出現した

は警察に通報を行う。単に「サイバーボランティア」

ケースもある（cf. 山田、2014）。

と表記される場合も少なくないが、他のサイバーボ
ランティア活動も存在するため、本稿では「サイ

（１）ネットいじめや炎上に対する対応

バー防犯ボランティア」と表記し区別する。

いじめは、匿名性のあるインターネット上に展開

2016 年 3 月、警察庁は、サイバー空間の防犯活

されることによって、特に社会性・道徳性の未発達

動を担うボランティア団体が 2015 年末で 224 団

な未成年において、攻撃性の歯止めがきかなくな

体（前年比 12.6％増）、人数が 9406 人（同 25.8％

り、自殺など深刻な事態を引き起こすといわれる。

増）となったと発表している。このボランティア

ネットいじめの機序や構造に関する研究も進んで

活動は、性質上、自身の安全を確保することや他

いて、加害者ばかりでなく、傍観者を作らないた

者の人権に一層の配慮を必要とすることから、十

めの情報倫理教育が必要とされる。また、たびた

全な研修体制をとることがのぞましい。また、警

びブログが炎上し、過度な個人攻撃やプライバシー

察庁はサイバー防犯ボランティアに対するモデル

の侵害が生じるケースは多い。このようなインター

マニュアルを示しており、これは広くサイバーボ

ネット利用者の態度と行動を改めるため、いじめや

ランティアの共通する事項を含み有用である（警

攻撃的行動をおさえる対攻撃行動の育成を行う教

察庁、「サイバー防犯ボランティア活動のための

育プログラムも行われている。韓国では、こうし

マ ニ ュ ア ル（ モ デ ル ）」、http://www.npa.go.jp/cyber/

た攻撃的コメントによって、自殺者がでたことも

policy/volunteer/manual.pdf）。また、学校教育に特化

あり、インターネット利用者に健全な批判行動を

した取り組みとしては、文部科学省の「学校ネット

根付かせる活動が行われている（例、Sunfull 運動、

パ ト ロ ー ル 」（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/

http://sunfull.org/）。悪意のある書き込みやネットい

chousa/shotou/081_1/houkoku/1325771.htm）がある。

じめの対象になっているサイトを見つけ、教育やボ
ランティア活動の一環として、インターネット上に

（３）オンライン教育支援ボランティア

肯定的で意味のあるコメントを書きこんでいくこ

オンライン教育、特に生涯学習や成人教育の分

とで、被害者の救済とのぞましい態度と行動の涵養

野では、自発的に学習者コミュニティが形成され

を図った（cf. 山田、2014）。

る場合も少なくない。大規模公開オンライン講座
（MOOC）では、大規模である、講師が海外にいる
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などの理由から必ずしも懇切丁寧なサポートがあ

型農法の改良ばかりでなく、最新鋭の野菜工場の内

るわけではなく、結果として学生が自発的に勉強会

容も含んでいた。識字率の低い地域でも映像表示の

を開催していることも少なくない（ミートアップ）。

できる携帯電話が普及している場合は多く、印刷教

また、オンライン講座の掲示板などでは、学生の質

材でなくビデオや音声による教材が好まれる。

問に対して既修者が答えるなど、自発的な相互扶助
活動が生じる。これらが発展し、教師有資格者や過

（２）利用者環境の準備性（preparedness）

年度の修了生が、TA（Teaching Assistant）ボランティ

導入する ICT について、それぞれの文脈で利用

アとして参加する場合もある（放送大学 MOOC「に

可能かどうか評価する必要がある。まず技術ありき

ほんごにゅうもん」における事例、未発表）。

の開発は避け、十分な事前調査を行う。非援助側の
ニーズが高くても、さまざまな物理的・人的要因

７．展望

国際的な文脈で改めて「ボランティア活動 ×ICT」

によって導入できないこともある。電源やインター
ネットなどの社会インフラ、ソフトウエアが動作す

を俯瞰すると、その進展を左右するいくつかの要因

るためのサーバーなど計算機資源、現地で普及して

がある。ICT といっても多岐にわたり、ボランティ

いるデバイスなどの物理的要因に始まり、利用者

ア活動での活用方法もさまざまである。技術的な視

（援助者・被援助者）に活用するリテラシーやコン

点からすると、事業目標としての「技術」がどの

ピテンシーがあるかどうかという人的要因、そして

程度成熟したものであるか（枯れた技術であるか）、

利用可能な財政的資源を検討する必要がある。きび

事業手段としての「技術」を使用できる環境が整っ

しい使用条件で「技術」の恩恵を受けるようにする

ているかをあげることができる。

こと自体が技術的な挑戦である反面、持続性には十
分配慮し、現地での要員養成や遠隔サポートの確保

（１）技術成熟度

に留意する必要がある。また、最終利用者に対する

時代の最先端の技術は往々にして高価であり、技

リテラシー教育においては、いわゆる「影」の部分

術そのものも安定していないため、先進国でもこれ

への対応にも配慮し、必要な情報セキュリティ（倫

から普及するという技術を発展途上国での援助の

理）教育を実施する必要がある。

対象としたり、そうした技術を基にボランティア活
動を行うと、持続性を保持できない可能性が高くな

（３）ICT 利用の多様性

る。このため、一般には先進国で普及し安価で安定

コンピュータに代表される ICT のインタフェー

した技術を利用するほうが現実的である。たとえば

ス（マン・マシン・インターフェース）は完成され

教育に例をとると、予算や電源が確保されている場

たものとはいいがたく、だれでもすぐに使えるもの

合でも、高解像度の液晶パネルで授業支援をおこな

ではない。また、それぞれの世代、つきつめれば個

うのではなく、安価で低解像度のものを使用したり、

人にとって、快適な利用環境（「コンフォートゾー

あるいは液晶プロジェクタ、携帯電話などで代替す

ン」）は異なる。ICT に関して何か学習する際、静

るなど、持続性等を配慮し総合的に判断する必要が

粛な図書館や専用教室で集中したい場合もあれば、

ある。また、ICT の利用というと、ユーザひとりひ

学友と同じ目標をもって議論しながらまとめたい

とりがデバイスをもって活用すること（one-to-one

場合も、時間がないから精神的重圧感を避けたい

computing）を理想としがちであるが、例えば、教室

からマルチタスクで処理したいこと（いわゆる「な

全員で 1 台あるいは教師だけが ICT 機器を利用する

がら勉強」）もある。本来、ICT は画一的な使用を

というような組み合わせでも有効な実践はありうる。

強制するものではなく、多様な利用、個々にやさし

その一方で、すでに ICT は途上国でも急速に普

い利用を実現するためのものである。画一的な方法

及しており、なにより多くの途上国が「蛙飛び効果」

として強制するものではなく、ICT を使用しないと

をねらい、国策として ICT 産業と情報人材の育成

いうことも含め選択可能な方法を織り込み、システ

と取り組んでいるため、最先端へのニーズもあると

ムの導入を進めるべきである。

いうことも銘記すべきである。中東のある国が求め

また、ICT は若い世代のものという考え方にとら

た、農業 e-Learning コースのコンテンツとは、従来

われれる必要はないのでないかと思われる。高齢者
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ボランティアにこそ考えてほしいのが ICT 活用で

動は、こうした基本的な問題に関して貴重な思惟の

ある。ICT は身体機能や知的能力を拡張し補完する

機会を与えるものして、生涯学習の観点からも期待

補助手段であり、さまざまな機能に衰えが顕在化し

される。

た高齢者のポテンシャルを引き出してくれる道具
ともいえる。ヒトとのインタフェースを工夫できれ
ば、よき助言者にも介護者にもパートナーにもなれ
るはずである。
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（４）最後に
21 世紀社会の急速な変貌から、国際開発援助も
新たな対応が求められ変化しつつある。そこでは、
情報化社会・知識基盤社会という 21 世紀社会の特
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International Volunteer Activities in the ICT Society
Tsuneo Yamada
(The Open University of Japan)
21st century world is advanced information-driven and knowledge-based society. Information and Communication
Technologies (ICT) is a foundation of the society, showing the possibilities to overcome the negative influences by
drastic social changes. In addition, ICT has brought about a new frontier, that is, “cyber space”, to the human beings.
International volunteer activities are also changing in the interactions of ICT. The new characteristics of ICT-enhanced
volunteer activities are ‘distance participation’, ‘participation anytime and anywhere by everyone’, ‘collaborative/
cooperative participation’, experience sharing’ and so on. The innovative volunteer activities are expected in ‘emergency
communication’, ‘distribution’, ‘publicity and community support’, ‘fund raising’, ‘volunteer recruitment’, ‘education
and training’, ‘capacity building and management’, ‘safe and secure” and so on. Volunteer activities in cyber space, that
is, “cyber volunteer’, are held in the contexts of counter-cyberbullying, cybercrime prevention, online tutor volunteers
and so on. International volunteer activities in 21st century will contain more activities in cyber space and those targeting
ICT and the development for the technologies and human resources are indispensable.
Keywords : Information and communication technologies, cyber space, information literacy, international volunteer
activities, cyber volunteer,
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国際ボランティアと開発
林

薫（文教大学）

【要旨】
国際ボランティアの歴史を見渡してみると、何回かのパラダイム・シフトが起きている。最初の大きな転
換は、80 年代から 90 年代にかけ、国際協力全体で生じた「援助する」「援助される」という関係性から、
「と
もに学び、ともに生きる」という平等な関係性への転換である。この転換には NGO やボランティア活動が
大きな役割を果たした。現在、資本主義が変質し始めていることによるパラダイム・シフトが起きている。
先進国で発展してきた大量生産、大量消費、中間層などの社会の基本的な枠組みが揺らいでいる。従来型の
ODA は維持することは困難になるとみられる一方で、問題解決型の社会的企業などが増加し、ボランティア
や NGO と接近してくる。

最近の動きとして自国第一主義が台頭しつつあるが、国際ボランティアは、それ

に対して、国際的な連帯を維持発展させていく役割、あるいは地球規模問題へ積極的に発言、行動していく
役割が極めて重要になってきている。
【キーワード】関係性、ポスト資本主義、社会的企業、連帯

１．開発においてボランティアとは何か

Our goal is to make the world better place to live.

を明らかにすることも求められる。これらはフリー
ライダーの発生を防止するための仕組みであるが、

Let’s make it happen. 私たちの目標はこの世界をより

異なったグループとの抗争になった場合には敵味

住みやすい場所にすることです。ぜひそれに向けて

方を識別するためのアイデンティティーが重要と

頑張りましょう。

なる。これは身分証明書、保険証、パスポートなど
に関係するボランティア

のいわゆる ID の起源である。それぞれのグループ

の会合で発言を求められた際に、結びの言葉として

は、その中で助け合い、再分配と保険の機能を維持

使う言葉である。やや気恥ずかしいのだが、なぜ開

しつつ、他のグループとは時に協調し、競争し、敵

発協力を行うかの説明はこの一言に尽くされてい

対してきた。助け合いのグループは相互に競合し排

ると考えている。重要なのは「世界」という広がり

他的になることがあるがゆえに、特に国家間では戦

である。

争が絶えなかったのである。

これは私が国際開発

１）

開発協力はグローバルな「助け合い」である。人

この助け合いの範囲を、超国家的なレベルで展開

間の原初的な助け合いは家族間の助け合いから始

しようという動きが国際協力である。この出発点

まる。家族の中には幼児から働けなくなった老人ま

は、1000 万人以上の犠牲者を出し未曾有の大惨事

でが含まれるが、食糧確保、外敵からの防御などの

となった第一次大戦後に、米国のウィルソン大統領

負担をシェアし、リスクに対する保険を提供する

などの主導により軍縮や国際組織の形成などで具

ことが家族の最も重要な機能である。人類の歴史と

体化した「国際協調」にある。第一次大戦は人類の

ともに、この助け合いは家族からコミュニティー、

未来についての国境を超えた運命共同体意識や連

小集団から大集団、さらに国家へと規模と範囲を

帯意識を生み出した。しかし、戦間期の国際協調は

拡大してきた。しかし、助け合いは常にそれを行う

それを確保するための実効的な手段を欠いたため

範囲あるいはメンバーが限定されている。助け合い

に瓦解し、第二次世界大戦に突入した。本格的な国

の仲間に入るためには、応分の義務を負担してメ

際協調から国際協力への展開は、さらに大きな犠

ンバーとして認められることが必要となる。また、

牲を払うことによってしかもたらすことができな

メンバーであることの標識（アイデンティティー）

かったのである。また、第一次大戦後の「国際協調」
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はもっぱら欧米諸国の協調であり、民族自決も欧州

を構築してきたプロセスであり、それが展開される

に限定して適用され、植民地支配に対する反省の上

場であるということができる。

に植民地の人々にまで「助け合い」広げることはア

２．開発協力と国際ボランティア

ジェンダにならなかった。
第二次大戦後、植民地の独立を通じて「助け合い」

開発協力の「ボランティア論」は、活動内容に焦

が及ぶ世界は大きく広がることとなった。コロンボ

点を置くのか、それを実施する組織や仕組みに重点

プランから始まる国際協力の枠組みの形成、国際機

置くかで視点は異なってくる。前者では支援活動
（最

関や二国間援助機関の活動開始、1960 年からはじ

近では介入（intervention）というとらえ方が一般的

まった国連開発の 10 年など、現在に続く国際協力、

になっている）の内容やその効果を中心として研究

開発協力の体制がこの時期に形成された。当初の開

や議論が行われるが、後者では NGO や NPO の実施

発協力は、新たに独立した「第三世界」の諸国が直

組織の機能、役割、マネジメントに重点が置かれる。

面していた資金と技術のギャップ埋めることに関

国際ボランティアの標準的な教科書というべき山田

心が向けられた。支援方式として資金協力と技術協

恒夫編著（2014）
「国際ボランティアの世紀」では

力の２本の柱が立てられ、これも現在に続く。当時

国際ボランティアの多義性と活動の多様性を前提

の開発協力は技術や資本財の輸出を通じて先進国

に、国際ボランティア学の研究対象として思想・原

の利益にもなることが意図されており、援助と輸出

理、政策、組織、教育・人材開発、方法・運用など

信用の境界も曖昧だった。国際協力が世界レベルで

のテーマが抜かれている。本稿では、ボランティア

の運命共同体意識の中でのアジェンダとして位置

の持つ関係性とそれが変化する社会における位置や

付けられていく契機になったのは、1972 年に発表

役割を、開発協力の視点から考えてみたい。

されたローマ・クラブレポート「成長の限界」以降
であり、1980 年代には「持続可能な開発」

２）

の概

山田（2014）では、ボランティアのアクターとし
て NGO を中心として青年海外協力隊、企業（CSR）、

念が形作られ、幅広くシェアされていき、今日の「持

学校などが取り上げられているが、開発協力の場

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」

合、アクターとしてはもう少し多様な関係者が絡ん

に至っている。

でいる。一例としてフェアトレード活動についてみ

1990 年代初の冷戦終結後、先進諸国は国際協力

てみたい。フェアトレードとは、生産者と消費者

の再定義を行っていったが、その中で途上国の貧

をつなげより公正な取引を目指す活動（内海 2013）

困 問 題 が 主 流 化 し て い く。1996 年 に 発 表 さ れ た

である。1960 年代英国の NGO が活動を開始し、徐々

OECD の 国 際 援 助 戦 略（International Development

に市場は広がってきた。1990 年代以降、複数のフェ

Strategy）
、それを受け継いだミレニアム開発目標

アトレード団体が認証制度を展開している。また、

（Millennium Development Goals）では第一目標とし

欧米を中心に町全体でフェアトレードの推進を目

て貧困の削減を置き、2016 年からの持続的な開発

指す「フェアトレード・タウン」運動が展開されて

目標では貧困と環境のアジェンダが統合されるに

いる。2014 年の世界の国際フェアトレード認証製

至った。

品の推定市場規模は 8, 300 億円以上と推定されて

半世紀以上にわたるこれらの展開は、貧困や環境

いる３）。フェアトレード活動の推進のためには多く

の切迫度が高まるにつれて、一国から地域、さらに

の人々が NGO などで活動の企画、立案、生産、流

世界全体へ「助け合い」の地平が広がってプロセス

通、営業、経営管理などに従事しているが、関係者

である。これを可能にしたのは人々が世界全体との

数として圧倒的多数を占めるのはそれを購入する

連帯意識を高めてきたことによるものである、遠

消費者である。多数の消費者がフェアトレードの趣

い場所や国で起こっている「他人事」を人々が「自

旨に賛同し、多少高価であってもフェアトレード商

分事」として考える連帯意識こそが開発分野での国

品を購入するということなくしてはこの仕組みは

際ボランティアを支える骨組みであり、駆動力でも

回らない。消費者のフェアトレード認知度向上に

ある。国際協力・開発協力分野におけるボランティ

は NGO の広報だけではなく、教育課程の中で行わ

アとは、人々が自発的（voluntarily）に課題を抱え

れている「開発教育」も影響を与えており４）、教育

困難に直面している人々を「自分事」として関係性

関係者の積極的関与が不可欠である。製品化や販売
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には一般の営利企業の協力が必要である。スーパー

野全般の特徴でもある。開発分野では国際協力、開

マーケットやコンビニエンス・ストアなどが商品陳

発協力、開発援助等の用語が互換的に使われてい

列スペースを提供するのも重要な役割である。少額

る。このなかではっきりとした定義があるのは「政

であっても短時間であってもささやかな協力が積

府開発援助（ODA: Official Development Assistance）」

み重なれば大きな力になっていく。ボランティアに

のみである。ODA の定義は 1972 年に経済開発協力

フルタイムでなければいけない、一日何時間以上従

機構（OECD: Organization ）の開発援助委員会（DAC:

事しなければならないと条件はないはずである 。

Development Assistance Committee）によって定めら

企 業 活 動 に 関 し て は 山 田（2014） で は CSR を

れたもので、①政府ないし政府の実施機関によって

とりあげている。CSR は基本的には企業のステイ

供与されるものであること、②開発途上国の経済

クホルダーとの関係での「社会貢献活動」（内海

開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的と

2013）であるが、近年注目されている社会的企業

していること、③資金協力については、その供与

（ソーシャル・エンタープライズ、Social Enterprise）

条件が開発途上国にとって重い負担にならないよ

は企業の事業目的として社会貢献や社会の変革を

うになっており、グラント・エレメント（G.E.）が

５）

追求する 。社会的企業は社会問題の解決を目的と

25％以上であること、の３条件が規定されている。

して収益事業に取り組む事業体であり、必ずしも非

このうちグラント・エレメントは、貸付型の資金支

営利ではない。社会的企業に資金を提供する投資家

援の場合の条件の緩和度を示す指標である。贈与の

も投資のリターンを求める。但し、
配当だけではなく、

グラント・エレメントは 100％である。これに対し

６）

事業の成功による社会的リターンを求めている 。よ

商業条件の貸し付けは 0％である。金利が低く、融

く例にあげられる「ビッグ・イシュー」は、ホーム

資（返済）期間が長いほど、グラント・エレメント

レスの社会復帰を支援する目的で 1991 年に英国で

は高くなり、借入人にとって有利になる。25％の境

創設され、日本でも活動している。販売収益は受益

目は、そのように決めたということだけであって、

者と分配される。バングラデシュのグラミン銀行も

何か理論的根拠があるわけではない。

７）

社会的企業として認識されることもあるが基本的

ODA のグラント・エレメントのアナロジーを使

は 2001

うなら、途上国で活動を行う場合の「ボランティア・

年にノヴォグラッツらによって立ち上げられた投

エレメント」という概念が成り立ちうる。客観的な

資ファンドで、開発途上国の社会問題の解決をそ

パラメータが明確に定義できないため実際の指標

の事業目的にしている。バイオ発電や農産物のマー

化や計算は困難であるが、例えば収益の幾分かを配

ケットアクセスの改善、教育の普及など事業は多岐

当として分配せず途上国での事業の再投資や社会

にわたるが、代表的なものとしては、タンザニアで

貢献活動に回せば、それはボランティア・エレメン

の殺虫剤を塗布した蚊帳の生産があり、UNICEF、

トを高める。誰でもわずかでもよいから途上国の支

WHO、エクソンモービル、住友化学などとの共同

援に自発的に（voluntary）にかかわっていることが

出資事業として行われている。この事業は住友化学

認識、実感できることがボランティアを通じた開発

の国際協力活動の事例として紹介されることも多

協力の持続性を高めることにつながる。

には金融業である。アキュメンファンド

８）

い。このように社会的企業の活動と、収益事業を行
う NGO との差は縮小している。
開発協力の分野では NGO やボランティア活動の

３．開発協力における関係性パラダイムの
変遷

広がりは極めて大きく、営利目的で行われる企業活

では「他人事」を「自分事」することについての

動とは連続しており、これらの間に大きな断層線が

パラダイムはどのように生成、発展してきたのだろ

あるわけではない。重要なことは、多くの市民が少

うか？

額であっても商品やサービスを購入すること、趣旨

開 発 協 力 の NGO 組 織 は 80 年 近 い 歴 史 が あ

や目的に賛同して出資することなどを通じて、多く

る。早いものでは 1940 年代に設立された英国の

人々が途上国と困難や課題を「自分事」とする中で

OXFAM、50 年代に設立された米国の World Vision

成り立っているのである。

などがある。1960 年代以降、世界的に活動が活発

非営利と営利が連続的であることは開発協力分

に行われるようになってきた。日本では 1961 年に
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創設され活動を開始した OISCA（オイスカ）がそ

受益者に対する効果（アウトカム）明確にする取り

の草分けであり、1970 年代末のインドシナ難民問

組みを組み入れていくようになる。

題への対処などを契機に増加してきた。世界全体で

このように援助機関が貧困問題への取り組みを

見れば、開発協力の分野では資金援助、技術援助の

強化する中で、人々に近いところで支援を行ってき

両面において ODA を担当する二国間援助機関およ

た NGO の参加型の手法などに関する経験やノウハ

び多国間の援助を担当する国連諸機関、世界銀行な

ウを援助機関も取り入れ、また積極的にコミュニ

どの開発金融機関などが、活動の多様性、規模など

ケーションをとるようになってきた。筆者の勤務し

で NGO に勝り、開発思想や支援方法などについて

ていた海外経済協力基金（1961-1999 現 JICA）では

も常にリードしてきた。二国間援助機関や国際機関

90 年代中頃から NGO とのコンタクトを密にし、有

の援助は、当初は工業化による経済成長とトリクル

償資金協力（円借款）プロジェクトに参画する事

ダウンが開発協力の中心だった。これは先進国への

例が出てくる。JICA では 1998 年以来、NGO との

キャッチアップを目指す途上国側の要請でもあっ

定期協議会を開催している９）。NGO との距離は徐々

た。これに対して相対的に規模の小さい NGO は、

に縮まってきたことが援助機関の戦略にも影響与

貧困層に直接裨益する支援を志向し、この結果とし

えるようになる。また、援助機関の職員が、現場の

て、途上国の官僚（エリート）と主にコンタクトを

受益者やその他の関係者と直接コミュニケーショ

取っていた援助機関に比べ、より人々に近いところ

ンをとる機会が増えてくる。

で仕事をし、貧しい人々とも直接コミュニケーショ

このような変化は関係性のパラダイム・シフト

ンする機会が多かった。NGO はこれらの二国間援

へつながっていく。援助機関、NGO を問わず、援

助機関、多国間援助機関を補完しつつ、時として異

助をめぐる関係性は、80 年代までは北の豊かな人々

議申し立てを行う役割を担ってきた。

が南の貧しい人々を支援するというものであり、南

1980 年代以降、ODA や国際機関の側で開発協力

の人々は無知でかつ無力で、資源を有していない

戦略への軌道修正が徐々に行われるようになって

という前提が置かれていた。「Do unto others as you

いく。まず 70 年代には、ILO から人間の基礎的必

would have them do unto you. あなたのしてほしいこ

要の充足（BHN：Basic Human Needs）が唱えられ、

とを他人にもしてあげないさい」と言葉は「ゴール

70 年代末には世銀のマクナマラ総裁（当時）がそ

デン・ルール」として長い間、援助の理念の一つと

の戦略の中に取り入れた。この結果、援助機関によ

して考えられてきた 10）。このような「支援する」
「支

る教育、保健などへの支援が徐々に増えていった。

援される」という関係性に異議を唱えたのはチェン

農業、農村開発の支援も徐々に増加していていく

バース（1999）である。途上国の貧しく課題を抱え

が、1980 年代までは大規模な農業開発が主流だっ

た人々は、先進国の支援者から「上から目線」で支

た。1980 年代後半からから 1990 年代前半にかけて

援対象として理解されるような無知、無力な存在で

の世銀、IMF の構造調整政策に対しては NGO の多

はない。人々は自ら問題を見出し、解決方法を考

くが貧困層の生活に更なる困難を与えるものとし

えることができる。支援者はそのために必要な環

て批判する側に回ったが、援助機関もこれを受け

境を整えたり、情報や機会を提供したりすること

「調整の社会的側面」への対応を開始した。冷戦終

が重要な役割である。また、支援者は人々から学

結後の 1990 年代に貧国削減が主流化し、援助の効

ぶことができまた学ばなければならない。このよ

果への注目が高まる中で、援助機関は争うように貧

うなイコール・パートナーとして学ぶ姿勢の重要

困削減への取り組みを強化していく。それは、1996

性は開発協力関係者のなかで徐々に共有されるよ

年の DAC 国際援助戦略、1999 年頃より導入が始

うになってきた。

まった貧困削減戦略文書（PRSP: Poverty Reduction

Capacity Development 概 念 の 登 場 も こ の 流 れ の

Strategy Paper）、ミレニアム開発目標（2000）とい

一つである。これは従来から技術協力の柱になっ

う流れの中で今日まで続いている。また成果が重

てきた Capacity Building を発展させたものである。

視されてきたことに合わせて、援助機関がプロジェ

Capacity Building は行政官の能力向上など、「担当

クト・デザイン・マトリクス（PDM）を導入し支

者の能力」の向上を図るものであるが、基本的には

援の受益者（ターゲット・グループ）を明確にし、

不足しているもの（ギャップ）を補う支援方法であ
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る。しかし、これには限界がある。たとえば交通事

発性、権利を実現するアプローチは、活動の中で重

故の問題に対処するため行政や警察関係者のトレ

視していかなければならない要素である。

イニングを行うことは Capacity Building として重要
であるが、交通事故を防止するためにはドライバー
はもちろんのこと、歩行者、道路管理者、自動車メー

４．ボランティア活動を通じた学生の関係
性の学び

カー、自動車修理業者などの、関係する個人や組織

毎年 10 月初旬に、日本が 1951 年にコロンボプ

の安全に対する意識と能力が向上し、かつそれを通

ランに参加したことを持って国際協力の開始とし、

じて社会全体として「交通安全を重視する」という

それを記念する「国際協力の日」があり、これに合

意識の変化が必要となってくる。このような変化を

わせて「グローバル・フェスタ」が開催されている。

もたらすためには「不足しているものを外から補

年々規模が拡大し、2016 年は参加 269 団体、来場

う」手法では対処できず、途上国の社会全体の「気

者は二日間で 10 万人に達したとされている 12）。こ

づき」を前提にして内発的な変化に必要な能力の獲

のイベントの出展者は JICA や外務省などのほかは

得をサポートするという方法で臨まなければなら

大部分が国際協力に携わっている NGO やボラン

ない（林 2013a）
。

ティア団体で、その活動範囲は人権、環境、保健、

Capacity Development の考え方と並行して発展し

教育、農村開発、障害者支援など多岐にわたる。学

てきたのが「権利ベース」アプローチである。上記

校が参加を呼び掛けていることもあり、来場者には

の事例に即していえば、人々が「交通安全を求め

若者が多い。私も授業で学生に来場を呼びかけてい

る権利がある」ことに気づきアクションを起こす

る。このイベントの賑わいは、日常持っている「内

ことができるような支援である。筆者はこれを研

向きになり、世界のことどころか国内の社会問題に

究テーマとしているが（林 2013a）、このような例

も目を向けず、LINE などの親密圏コミュニケーショ

としてインドの NGO である Seghul Foundation（旧

ンに閉じこもっている」とういう若者に対する固定

IRRAD）紹介したい。インドでは食糧の配給制度

観念を覆すものである。内閣府調査（2013）では「社

や学校教育など貧困層が権利として受けることが

会をよりよくするため，私は社会における問題に関

できるさまざまな貧困対策が制度として設けられ

与したい」という質問項目で、関与したいとする回

ているにもかかわらず、実際には、行政の無関心、

答は 44.1％で韓国の 60.4％、米国の 64.3％、ドイツ

無能力、腐敗などで十分に執行されていない。そ

の 76.3％に比較してかなり低い水準である。若者が

こで Seghul Foundation は、特に生活に関係が深い、

両極化しているということもよく言われるが、仮に

食糧の配給、さまざまな援助金、教育などに関し村

諸外国より比率は低いとしても、社会に関心を持っ

民が自らの権利を十分に理解し、行政に対して訴え

ていこう、言いかければ親密圏の関係性に閉じこも

ていくことの支援を通じて事態の改善を図ろうと

ろうとは考えていない若い人が一定の比率でいる

している。具体的には村民の研修とリーダーの育

ことは重視すべきである。このグループがチェンジ

成、請願や訴訟のサポート、ローカルな FM ラジオ

メーカーになり、社会をリードしていくことが期待

局の運営による情報の提供などである。同じくイ

される。

ンドの NGO で、児童労働の根絶を目的として 2014

国際ボランティアの発展は「他人事」を「自分

年にノーベル平和賞を受賞したカイラシュ・サティ

事」にしていくプロセスである。私自身の経験から、

11）

ヤルティ氏が創設した Bachpan Bachao Andolan （子

学生の気づきと学びについて若干述べてみたい（以

供を守る運動）では、子どもたちが自治組織を結成

下は、林 2013b による）。

し、民主的な手続きにより権利を実現する活動を支
援している。

私は 2004 年から文教大学国際学部に勤務してお
り、これまで大学・学部のプログラムでのボラン

開発・発展の主体を当事者である人々として位置

ティア活動の引率、指導、あるはゼミナールのスタ

付けて、当事者の内発的な行動、運動によって変革

ディーツアーでの学生の海外体験の機会の提供に

を起こしていこうとするアプローチが現在ひろが

取り組んできた。この中で、学生が重要な「発見」

りつつあり、また今後も拡大していくだろう。国際

や「気づき」をすることが多い。その中でいくつか

ボランティアにおいても、人々の主体性、活動の内

をあげると、①「外部者が入ることで、本当の姿を
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見せようとするのではなく、あえて良い姿や悪い姿

益は逓減する。土地を開墾して作物を作っていく場

を見せようとすることがある」「外部者は、自分が

合、最初は良い土地が開墾されていくが、だんだん

見ようとするものを見て、住民は外部者が見ようと

条件の悪い土地になり、単位収量が低下するのと同

するものを見せるということになりかねない（2010

じである。テレビも洗濯機も自動車も、普及期には

年卒 ネパールでのボランティア活動）、②住民と外

爆発的に売れるが、普及してしまえば、あとは取り

部者の関係性が「支援する側と支援される側」であ

換え需要しかなくなる。売り上げも賃金も伸びない

り、この関係は力関係においての「上位の者と下位

という「定常状態」（J.S. ミル）になる。BOP ビジ

の者」という関係性を作り出す。この関係性を作り

ネスやアフリカなどの市場が話題になり、一般の企

出す原因の一つに、外部者の「上から目線」があ

業も注目しているが、もはやこのようなニッチしか

る（2010 年卒、ネパール）、③外部者の介入はしば

残されていないと見ることもできる。電話、カメラ、

しば地元の人間関係に変化をもたらすことに注意

ラジカセ、磁石、時計、懐中電灯などの機能が全部

しなければ ならない（2009 年卒、ケニア、インド、

小型の一台の機械に集約されたスマートフォンに

ネパール）、④カメラを構えることによって観察者

典型的にみられるようにガジェットの高性能化、多

の目線になってしまう（2009 年卒、インド）これ

機能化が進んでいる。製造工程は単純化され素材も

らのポイントは国際協力の実務者も「気が付きつつ

節約される。それは資源節約の見地からは素晴らし

ある」問題であり、学生の柔軟な発想の豊かさを示

いことに違いない。水野（2014）は資本主義のフロ

すものである。このような学生の潜在的可能性を伸

ンティアはなくなり、資金需要が減退し、世界の金

ばすことが、大学のカリキュラムとして国際協力活

利低下を招いていること、その結果、中心が周縁を

動を取り込んでいくことの最大の意義であると考

収奪して資本を蓄積し投資を行っていく基本構造

えている。若い世代に期待されるところは大きい。

が消滅しつつあることを以って「資本主義の終焉」
と位置付ける。

５．ポスト資本主義社会と開発協力ボラン
ティア

行き場を失った資金は金融市場、サイバー空間に
流れ込み、数億分の一秒の差で鞘をとる金融取引な

途上国と先進国、あるは途上国の市民と先進国

どが大きな利益が生み出している、才能のあるファ

の市民という関係性は 20 世紀の歴史的所産である。

ンドマネジャーなどスキルのある人は高給で招か

貧しいアジア・アフリカの国々と豊かなヨーロッパ

れるが、残りの大多数は取り残される。「金融経済

の国々という構図にまで遡ったとしても、長い人類

化」の帰結として “Occupy Wall Street” の運動で言

の歴史の中では 17 世紀以降の歴史に限定的された

われた「１％の金持ち 99％の貧乏人」という世界

ものである。言い換えれば資本主義の生成、発展と

が先進国、途上国を問わず起こりつつあり、格差

ともに展開してきた関係である。しかし資本主義は

はどんどん拡大している。これに加えて IOT や AI

今、大きな転機にある。

の発展で大きな社会変革が起こりある。リフキン

西欧世界が世界に先駆けて工業化したのは世界

（2014）は「市場における売買」から、人々の協力

中に工業製品を売ることができたためである。「第

を通じてサービスや商品、あるいはエネルギーにも

三世界」から安く原材料を買い付けて、製造した工

ほとんど無料でアクセス可能となる「限界費用ゼロ

業製品を高く売りつけた。この「不等価交換」は圧

社会」社会の転換を予測している。シェアリング経

倒的な軍事力で強制され、それを通じた植民地化

済はモノの稼働率を上げ、その生産に必要な資源を

が固定化した。20 世紀後半、植民地は独立していっ

減少させるため「持続性」の見地からは好ましい変

たものの、安価な一時産品と高価な工業製品という

化である。1970 年代から 1980 年代の先進国で最高

不等価交換のシステムは変わらず、途上国と先進国

潮にあった「大量消費・大量生産」の仕組みの中で

の関係性には大きな変化はなかった。

多数の人々に雇用を提供していく仕組みには戻る

1970 年代以降、途上国の中から、韓国、台湾、
シンガポール、タイ、続いて中国などが工業化に

べきではないし、また戻ることも不可能である。
このような劇的な変化を通じて途上国と先進国、

よって発展するようになってきた。市場を提供した

あるは途上国の市民と先進国の市民という関係性

のは先進諸国である。しかし、市場は飽和し投資収

は、従来のものとは違って来ざるを得ない。今後ど
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のように世界が変化し、その中で途上国と先進国の

運 用 に「ESG（Environment, Social, Governance） 投

間の関係性、さらにはボランティアのあり方がどの

資」や「社会的インパクト投資」の要素を取り入れ

ように変わっていくかを予測することは難しい。

ていく姿勢が示され始めている 13）。投資収益と社

これまで、先進国では厚い中間層が納税者とな

会問題の解決を同時に目指していく試みはこれか

り国家レベルでの政府開発援助や国際機関の活動

ら増えていくだろう。前述のように、これは通常の

を支えてきた。政府の支出の一部は NGO を介した

企業活動とボランティアの二つの側面を併せ持っ

開発事業や青年海外協力隊のような政府が所管す

ている。投資の社会的リターン（社会的投資収益率

るボランティア活動にも充てられてきた。しかし、

Social Return on Capital）についての研究や実践も進

多くの先進国では所得の格差が拡大し中間層が没

みつつある 14）。収益よりも社会問題の解決に重点

落しつつある。このような中で人々のもっぱらの関

が置かれれば置かれるほどボランティアに接近す

心が国内の格差と貧困になり、外に対しては無関心

る。リフキン（2014）は、今後の構造変化として

になるか、場合によっては排外的となる政治現象が

「社会的企業」が普通になり、企業は利潤追求の道

世界の各地で見られる。英国の EU 離脱や 2016 年

具ではなく、社会の課題解決のための仕組みになっ

の米国大統領選挙結果はこの流れである。米国のト

ていくと予想する

ランプ大統領は、選挙期間中、気候変動枠組み条約

第二の予想される変化としては国際ボランティ

のパリ協定から離脱を主張することをはじめとし

アとグローバリゼーションの位相の変化である。こ

て、国際協力より国益を優先する姿勢を打ち出して

れまでの国際ボランティアや NGO は、グローバリ

いた。国家の政治レベルでは国際協力への逆風が吹

ゼーションに対しては、貧困層を追い詰めるものと

き始めている。世界中で「自分事」あるいは極めて

してネガティブがスタンスをとることが普通だっ

狭いアイデンティティー・ポリティクスのなかでの

た。しかし、ナショナリズムを背景にした保護貿易

助け合いに閉じこもろうとする傾向（ナショナリズ

主義や国益第一主義が蔓延るような事態になれば、

ム）が顕著になってきている。

これらそこが人々を分断する最も手強い敵である

一方で、ネット社会は明らかに自発的に世界の

ことがより明確になるだろう。国境を超えた人との

人々の困難と課題を「自分事」とするチャンスを

つながりや助け合いを主張すること、あるいは国境

増やしている。クラウドファンディングの急拡大、

を超えた人々の連帯を模索することを通じて、グ

KIVA のような支援先の「顔の見える」マイクロ・

ローバルな市場や資本主義と敵対するのではなく、

ファイナンスの出現は明らかに国際協力への自発

市場の持つ格差拡大の要素を是正しつつ国際益の

的な参加を促し、機会を拡大している。難民を排斥

立場を主張していくことがボランティアの重要な

しようとする運動が高まる一方で、難民を受け入

役割になっていく。

れ、多様性（diversity）を受け入れる社会の構築を

第三の変化として考えられるのは、グローバル・

叫ぶ運動も活性化している。この分極化の中で、国

コモンズに関係した活動により重要な役割が与え

民国家の枠を超えて助け合いを拡大しようとする

られてくることである。持続可能な開発目標（SDGs）

国際ボランティアは、ナショナリズムに対する政治

には多くのグローバル・コモンズの維持、供給に関

的抵抗の意味合いを持たされるようになる。

する項目が含まれている。これらは、これまで「国

今後 50 年先、100 年先を見据えた国際ボランティ

際公共財」として関係する国家の協調行動なしには

アはどう展開していくだろうか。第一の変化は資本

維持、供給が不可能と考えられてきた。ハーディン

主義、市場経済自体がボランティアの要素を織り込

（Hardin 1968）はオープンアクセスの資源は過剰に

んでいくという変化である。資本主義社会の変化の

利用され荒廃するが、アクセスが制限されている場

延長線上に、ソーシャル・ビジネス、社会的企業

合、たとえば所有権が設定されていたりコミュニ

の拡大、発展が考えられる。資本が行き場所を失っ

ティーの入会権で管理されていたりする場合には、

た結果として、社会的問題の解決のための投資に新

関係者の生存確保の戦略の結果、資源の荒廃、枯渇

たなミッションとビジネスの場としての活路を見

は避けられるとした。コモンズ問題の対処に私的所

出していく可能性である。従来から社会的企業の活

有権の設定や国家による介入が必要と主張する意

動はあったが、現在、機関投資家の中からも「株式

見は多い。しかし、国際公共財の場合には国益が衝
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薫

突し、所有権も設定できない、あるいは所有権その

５） NGO の広報活動で、少額の購入や寄付を求める際

ものが争われることから、地球規模の問題になれば

に「10 円でできる国際協力」などというキャッチフ

なるほど対応が困難になる。2009 年にノーベル経

レーズが見られるが、これが積み重なれねば大きな

済学賞を受賞したオストロム（Ostrom 1990 ）もハー

力になるという一例である。

ディンとは立場は違うが適切なインセンティブが

６） 社会的企業を立ち上げる変革志向の起業家に注目し

与えられればコミュニティーによる適切な資源が

て「社会起業家（social entrepreneur）」として論じる

図られるとしている。ここで重要なのは、グローバ

ことも多い。

ルなコミュニティーである。環境や持続性をめぐっ
て世界規模のネットワークを形成しうるのは NGO

７） このような投資緒を「社会責任投資」といよび、投
資信託も組まれている。

やボランティアである。これらがグローバルなコ

８） http://acumen.org/（2016 年 11 月 30 日）

ミュニティーとして地球規模問題に対して発言し

９） https://www.jica.go.jp/partner/ngo_meeting/（2016 年 11 月

行動していくことは、仮に国家間の協調が成り立た

2 日）

ない場合でも、地球規模でのコミュニティーを形成

10） ニューヨークの国連本部には 1985 年にナンシー・レー

することにより、諸国家を協調させる力になりうる

ガン大統領夫人が寄贈したモザイク画が ”Golden Rule”

し、それを補完してサービスを提供することも可能

として掲げられている。2016 年に修復された。http://

になるだろう。

www.un.org/apps/news/story.asp? NewsID=47089#.

以 上 は、 半 ば 希 望 的 観 測 も 含 ま れ て い る が、

WBskxOOLTcs（2016 年 11 月 3 日閲覧）

NGO やボランティアは、今後は企業ともその活動

11） http://www.bba.org.in/（2016 年 11 月 30 日）

を交錯しつつ、大きな役割を果たしうると考える。

12） http://gfjapan2016.jp/（2016 年 11 月 2 日 ）。 会 場 は

人間は自分のことばかりを考えて生きているので
はない（ベンクラー

2013）
。それを、途上国、先

2014 年まで日比谷公園で行われられていたが、2015
年からはお台場に移委されている。

進国を問わない同一地平から地球規模での助け合

13） 日本経済新聞 2016 年 11 月 29 日 「内向く世界

い、関係性に発展させていけるのは、ボランティア

市場原理主義の蹉跌、投資化、社会の変革者に」

リズムにほかならない。

14） 例えば

SROI ネットワークジャパン http://www.

sroi-japan.org/?cat=18（2016 年 11 月 29 日）
【注】
１）「開発」はいうまでもなく development の訳語であ
るが、本来は、何かを拡大、拡張させるという他動
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Volunteers for International Development: A Changing Paradigm
Kaoru Hayashi
(Bunkyo University)
We experienced several paradigm shifts in the course of International Development. One of the major shifts which
took place in 1990s is a evolution of relationship between the north and the south from “donors and recipients” to
“equal partners”. NGOs and Volunteers have played very important roles in the shifts. Another big shift is taking place
now. It relates to fundamental changes of capitalism. Anti-globalism is growing with call for national interests. They
are undermining basic fabrics of post WW2 international cooperation by disintegrating people by border, nationality,
ethnicity, religion and income. The international volunteers have to play key roles in promoting solidarity among people
and keep momentum for collective efforts to address global issues.
Keywords : relationship, post-capitalism, social enterprise, solidarity
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特集：二十一世紀の国際ボランティア
無自覚の宗教性をもとにしたボランティア活動の台頭－宗教とボランティアの 20 年－

無自覚の宗教性をもとにしたボランティア活動の台頭
－宗教とボランティアの 20 年－
山

口

洋

典（立命館大学）

【要旨】
本稿では阪神・淡路大震災と東日本大震災の 2 つの震災を経た日本における宗教とボランティア活動の関
係について考察した。日本では、中世におけるキリスト教への弾圧の反動として仏教が、近代においては国
民国家の成立の中で家系を基軸とする精神性の維持のために神道が、それぞれ社会システムに組み込まれた。
さらに、信教の自由と政教分離原則が定められた憲法のもとでは、例えば「ボランティア元年」とも呼ばれ
た阪神・淡路大震災の救援・支援活動が象徴するように、宗教団体による信仰に基づいた社会活動よりも、
ボランティアの現場におけるリーダーの宗教性が活動を牽引する傾向が見られた。
そこで、国際的には「宗教に基盤をおく組織（faith-based organization）」と呼ばれる形態の社会活動に対し、
日本では「宗教と結びつきのある組織（faith-related organization）」という視座が適切という先行研究（白波瀬
2015）をもとに、ボランティア元年から 20 年を経た日本のボランティア活動に根差す宗教性を検討した。そ
の際、大規模・広域・複合型の災害である東日本大震災のボランティアの研究から、宗教者とは必ずしも聖
職者に限るわけではないとした議論（稲場 2011）から提示された「無自覚の宗教性」という視点を参考にした。
その結果、アジア圏においては弱いとされたボランタリズムの存在や機能を確認するとともに、秩序的では
なく遊動的な活動の萌芽を捉えることができた。
【キーワード】震災、スピリチュアリティ、faith-related organization、ボランタリズム、遊動化

１．原点としての震災

りによる活動は、地域住民が震災を語り継ぐ上で、

「言われなくてもしない」これは阪神・淡路大震

重要な要素となった」（山口 2012a: 75）のである。

災の際には地元 NGO 救援連絡会議の長を務めた

その後、2001 年には日本の提唱により国連のボラ

草地賢一さんが遺したことばである。既に故人と

ンティア国際年となり、2002 年には中央教育審議

なって久しいが、その見識の深さについて、「ボラ

会により「青少年の奉仕活動・体験活動等の推進

ンティア活動歴が長く経験知の豊かな人びとの中

方策について」の答申がまとめられるなど、ボラ

でも」「行政と多数のボランティアの間で、これほ

ンティア活動に対する環境整備の議論が高まって

ど広範に葛藤が生じることを見通しえた人は少な

いった（赤澤・其田・八重樫ほか 2013: 33）。

かった」が、「日本キリスト教団神戸東部教会協力

ちなみに冒頭の引用は、東日本大震災直後に出版

牧師で（財）PHD 協会理事の草地賢一氏は、その

された『災害ボランティアの心構え』にも刻まれて

数少ない一人」と記されていることからも伺える

いる。同書は筆者自身の被災経験と、災害救援から

（初谷 1996: 152）。思えば、阪神・淡路大震災では、

復興支援を受ける中で、「被災地に迷惑がかからな

キリスト者だけでなく、曹洞宗国際ボランティア

いようにボランティアを管理しなくてはいけない、

会（SVA：現在の「公益社団法人シャンティ国際ボ

現地で活動する際の規範をマニュアル化して守ら

ランティア会」）や特定非営利活動法人アーユス仏

せないといけないという方程式が、いつの頃からか

教国際協力ネットワークをはじめとして仏教系団

できてしまった」（村井 2011: 27）ことへの警鐘と

体も多彩な支援を行うと共に、超宗派の僧侶によっ

して緊急出版されたものである。ボランティア元年

て設立された時限組織「仏教ボランティア大阪（BV

と呼ばれる 3 年前、すなわち 1992 年には、文部省（当

おおさか）」など見受けられ、「多様な人々の関わ

時）の生涯学習審議会において、「ボランティア活
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動の基本的理念は、自発（自由意思）性、無償（無給）

２．社会の個人化を支える規範と宗教

性、公共（公益）性、先駆（開発、発展）性にあ

宗教とボランティアを考えていくにあたり、まず

るとする考え方が一般的である」と、その特性が明

はその言葉について整理しておこう。まずは本論に

文化されていた。ところが、東日本大震災における

おいて宗教をどのように捉えるかについてである

支援の動態を見つめてみると、ボランティア元年か

が、結論から言えば、櫻井（2009）や島薗（2007）

ら 16 年を経て「ボランティアへの視点は、個人の

の議論を参考に、非合理性と合理性の両面から個々

行為よりも集団による活動に重きが置かれてきた」

の生活世界における価値や規範の体系を構築する

ことが指摘できるのである（山口 2012b）。

哲学、すなわち生活哲学として位置づける１）。その

なお、国際ボランティア学会もまた、阪神・淡路

際、国際ボランティア学会は「国内活動・国際活動

大震災を契機に設立された学術会議として位置づ

を含めたボランティアについて研究する、国際的に

けられる。実際、設立の趣旨には「日本の市民は震

開かれ国際的視点をもった、日本に組織母体が置か

災を契機にボランティアへの理解・関心を広げ、さ

れた学会」（山口 2011: 6）であることを踏まえ、現

らにそれが世界的な文脈で地球や人類の利益に関

代の日本における社会システムを議論の対象に据

わっていることを認識するようになっている」とい

えることとする。無論、この 20 年においては、経

う記述があり、発起人 269 名の中にも YMCA 54 名、

済的・社会的・技術的なグローバル化の進展により、

YWCA4 名、その他として教会ほかキリスト教関連

例えば 2016 年のアメリカ大統領選挙の傾向や 2001

団体の所属 13 名という具合に、宗教的基盤のもと

年 9 月 11 日のアメリカ同時多発テロ事件など、「排

で学会の設立に参画した人々が 4 分の 1 程度を占め

他主義的な傾向が強いキリスト教やイスラムの拡

ている。このように、多数の YMCA 関係者の参画

充」（島薗 2007: 298）にも関心を向けるべきところ

もあり、国際ボランティア学会では、少なくとも

かもしれないが、国内の文化や風土を論の中心に据

2004 年度までは、東京 YMCA の総務部に事務局の

えていく。

支部が置かれていた。また現場の実践に根差した学

そこで、日本国憲法のもとで 1951 年に制定され

術会議という特徴は学会誌「ボランティア学研究」

た宗教法人法を紐解くと、宗教団体とは「宗教の教

にも反映し、例えば日本キリスト教海外医療協力会

義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成す

の大江（2012）が、阪神・淡路大震災以降のボラン

ること」（第 2 条）と定義されている。また、宗教

ティア活動を概括しつつ「宗教者団体にとって苦難

法人の設置にあたっては特定非営利活動法人と同

にある人々の『癒し』『救済』はミッション」だか

じく「認証」（第 14 条）という手続きが採られ、設

らだ」（p.36）と論じたように、ボランティアと宗

置後は私立学校を所管する部署（例えば、本稿執筆

教とを関連づけて多彩な実践の抽象化を図る研究

時点において、京都府では文化スポーツ部文教課、

も見出すことができる。

大阪府では府民文化部府民文化総務課）が窓口とな

そこで学会設立から 20 年を迎える今、本論では

る。また、同法では「公益事業を行うことができる」

改めて宗教とボランティアの関係について見てい

（第 6 条）とされていることから、宗教団体とは基

くこととしたい。筆者は阪神・淡路大震災の際に学

本的に共益事業を担う組織であることが確認でき

生ボランティアとして経験し、その後、本学会の事

る。実際、教えを通して信者が利益（りやく）を得

務局が置かれた大阪大学大学院人間科学研究科の

るのであり、それゆえに信者は生死の恐れが取り除

ボランティア人間科学講座にて地域共生論を学ん

かれていくことに財の施しなどを通じて感謝する

だ（例えば、山口 2013）。修了後には浄土宗におい

のである。

て得度し、大阪市天王寺区にある寺院（浄土宗應典

よって宗教とは共同体における営みを支える価

院）にて、僧侶の立場から寺院を社会に開く実践に

値や規範の体系として位置づけられると共に、教義

携わった（例えば、山口 2008）。そのため、宗教と

として明文化された体系が行動を通じて意味世界

ボランティアを論じる上で、仏教とまちづくりの観

の生成・維持・発展をもたらすことができたとき、

点が基軸となるが、関連する議論を引用しつつ論を

いわゆるソーシャル・キャピタルとして位置づくこ

重ねていくことを予め示しておく。

ととなる。ただし、稲場（2011）によれば、欧米に
おいては定期的な教会活動への参加によって宗教
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と地域社会とが強い信頼関係を持つことに着目さ

参考になる ３）。実際、これまでも天理教の災害救

れているものの、日本は「無自覚に漠然と抱く自己

援を取り上げた金子（2002）、日蓮系仏教団体（立

を超えたものとのつながりの感覚と、先祖、神仏、

正佼成会など）から日本における Engaged Buddhism

世間に対して持つおかげ様の念」としての「無自覚

を社会参加仏教として位置づけたムコパディヤーヤ

の宗教性」が共同体に根差してきたという（p.124）。

（2005）といった研究もある。しかし白波瀬（2015）

この議論をもとにすれば、1995 年のオウム真理教

は「日本の場合、宗教団体を母体とする組織がない

事件にかかわって元信者が「既成仏教集団は、自分

わけではないが、社会福祉や公共政策の領域におけ

にとって風景でしかなかった」と語り、2008 年の

るプレゼンスは欧米のように大きくない」
（p.4）上

秋葉原事件において加害者が「他者との対面的なコ

に、
「むしろ日本では特定の宗教をもつ者がそうで

ミュニケーションを軽視し行動でアピールすると

ない者とコラボレーションするなかで事業が展開さ

２）

いう習慣を身につけた」ことにも合点がいく 。加

れていたり、宗教団体が公共機関との協働を展開す

えて歴史を遡れば、江戸時代の寺請制度と明治時代

るために便宜的に世俗的な法人として活動をおこ

の神仏分離令により、日本の伝統宗教は布教を重ね

なったりするケースが目立つ」
（pp.4-5）ことに着目

て信徒を獲得していくことを必要とされない構図

した。事実、上田（2004）は、国内外のフィールド

にあった。よって「近代にはいって、数多くの新宗

ワークから日本の寺はなぜ元気がないと言われるの

教が形成されたのも、こうした伝統仏教の宗教的な

かに迫り、貧・争・病といった社会の困窮に向き合っ

機能が十分でなかったからという説は、一定の説得

てきた仏教寺院は、現代においては僧侶らが他者と

力をもっている」（井上 1999: 79）上、新日本宗教

の関係性を取り戻す実践を重ねる意義を示した。

団体連合会（新宗連）にも加入していない、いわゆ
る新新宗教の教団も一定の勢力を持ちつつある。

確かに、宗教とボランティアの関係に FRO とい
う観点を導入してみると、活動主体と対象との関係、

このように現代の日本においては、社会制度とし

また社会問題への姿勢を捉えやすくなるだろう。例

ての宗教に対しては教団に対する概念規定が中心

えば、FRO とボランティアとのあいだにどんな前置

とされ、生活文化としての宗教としては教団より

詞を入れるかによって、社会活動のシステムやスタ

も自らの拠り所として位置づけられる場やコミュ

イルを整理することができそうである４）。具体的に

ニティや経験の有無が問われることが確認できた。

は、（1）ボランティア活動を支援する FRO（for）、

前述したように宗教を生活哲学として捉えるなら、

（2）ボランティアによる FRO のボランティア活動

教団とは宗教者を代表者とする信者どうしの生活

（by）、
（3）ボランティアと共に活動する FRO（with）

哲学協同組合として位置づけられるだろう。ただ

という具合である。（1）については助成金など資金

し、現代の日本において宗教とボランティアとを重

面での支援であり名実ともに FRO による実践、（2）

ね合わせてみると、そもそも宗教者が社会問題とど

についてはホームレス支援など物心両面で多様な

のように向き合っているか、そして宗教者が拠り所

人々の連携・協力のもとで活動であり改めて FRO

としている自らの拠点（宗教施設）をどのように位

として着目されうる実践、
（3）については子どもの

置づけているか、それらの要件や見識が問われる。

貧困対策などのために多彩な地域資源を結び合わ

改めて「公益事業を行うことができる」宗教団体が、

せながら取り組まれる実践が想い起こされる。

社会問題への主体となり、社会問題を対象としてき
たか、先行研究から整理してみよう。

そもそもボランティアという外来語に対しては、
西洋哲学を援用しながら論じられる傾向にある。例
えば、岡本（2011）は、「ボランタリズムには、大

３．ボランティア活動と宗教の結びつき方

きくは、a.Volunteerism 、b.Voluntarism、c.Voluntaryism、

日本における宗教団体と社会活動との関係を捉

の 3 つの思想や哲学を含んでいる」と示し、「a は

えるにあたり、ホームレス支援の現場を丁寧に取材

ボランティアやボランティア活動の精神、b は、個

した白波瀬（2015）による「宗教と結びつきのある

人と関わる『主意主義』（中略）、c は、国家や行政

組織（Faith-Related Organization、以下、FRO）」（p.4）

から『独立した民間の立場』を意味する」と整理し

という概念の提示と、「制度化が不十分な領域にお

た上で、「日本も含めアジア圏ではこの c のボラン

いて FRO の活動が顕在化している」という射程が

タリズムが弱い」と指摘する（p.1）。ボランタリズ
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ム b をデカルトやカントが主張する「主意主義」と

行為を成り立たせしめる「無自覚の宗教性」という

捉えていることから、ボランタリズム a やボランタ

指摘を、それぞれ重ねることで、ボランティアと

リズム c に対し、主知主義や主情主義などと重ね合

宗教の結びつきを多面的に捉えることができると

わせて議論ができそうである。しかし、ここで大事

示した。もちろん、広義の FRO として宗教団体に

にしたいのは、ボランティア活動は「自発性のパラ

よる活動もあり、冒頭に示した草地賢一さんが「フ

ドックス」（金子 1992）という陥穽をはらむボラン

ロム・チャリティー・トゥ・ジャスティス（慈善か

タリーな行為への意志（ボランタリズム b）、他者

ら正義へ）
」と掲げたように、強い宗教性に裏打ち

へと駆り立てられるボランティアとしての感情（ボ

された活動家は枚挙にいとまがない。また、宗教団

ランタリズム a）、そして社会システムの秩序（例

体による活動についても、一つ、浄土宗を取り上げ

えば、リーガリズム）に抗う立場（例えば、反知性

てみても、公益事業部門として現在の「公益財団法

主義）の台頭（ボランタリズム c）など、行為の主

人浄土宗ともいき財団」を財団法人浄土宗報恩明照

体だけに着目しても、その行為に至る背景や目的に

会として 1914 年に設立し「心といのちの電話相談」

迫ることはできないという点である。

などにあたっているし、1990 年には人権平和室の

稲場（2011）による東日本大震災における支援へ

所管として浄土宗平和協会という任意団体を設置し

のフィールドワークの中で、「被災地で活動する医

て募金活動や顕彰事業やスタディーツアーなどに取

師や看護師、福島原発に向かった自衛官の中にも

り組んでいること、また 1912 年の財団法人浄土宗

信仰をもった人たちがいた。彼ら彼女らは目に見

教学資団により現在の佛教大学が開学されたことな

える形での聖職者ではないけれど、宗教者なのだ」

どを例に、複数の関連組織にボランティア活動を支

（p.204）という記述がある。ここからそれぞれの行
為には、上述した 3 つのボランタリズムが混交し、

援する FRO としての性格を見出すことができる。
その一方で、聖職者による活動にも改めて注目が

かつ 3 種の混交した状態での行為が個人の動機や利

集まるようになってきたし、何より聖職者と共に活

益へと回収されない理由を、宗教性という観点に見

動するボランティア活動は、地域の課題が複雑化す

出すことができる。すなわち、島薗（2012）が言う、

る中で活発化してきている。その端緒として、筆

世俗化に安んずることができず「私事化」が進む

者が設立準備委員として参加した浄土宗による「共

ことによって生じる「新しいスピリチュアリティ」

生・地域文化大賞」（2007 年度〜 2011 年度）を挙

（p.141）が、2 つの震災を経た日本を包み込んでい

げておく。この賞は浄土宗の宗祖である法然上人

ると捉えることができるのだ。今一度、稲場（2011）

800 年大遠忌を記念して創設されるにあたって、
「受

のフィールドワークに立ち戻れば、とりたてて宗教

賞を契機に更なる実践をという願いを込め」
（共生・

の存在が顕在化せずとも、「無自覚の宗教性」にも

地域文化大賞運営事務局 2012: 52）、NPO として活

とづいた「苦難にある人へ寄せる思い」を縁として

動している団体を対象とした優秀賞、お寺との協働

「利他的行為を自己犠牲とは感じない人々」の存在

で取り組みをすすめている NPO を対象とした共生

と機能に着目することこそ、現代におけるボラン

賞の区分を設け、その中でも最も評価が高い団体

ティアと宗教の関係を紐解く手がかりなのである

を大賞とする枠組みとして始まった。大賞に選出さ

（稲場 2011: 203）。

れた団体を挙げると、在住外国人支援（神戸定住外
国人支援センター）、食資源循環（伊万里はちがめ

４．宗教とボランティア活動の現在

プラン）、野宿者支援（北九州ホームレス支援機構、

ここまで、特に現代日本の社会システムにおける

2014 年に「抱樸」へと改称）、外国人児童・生徒の

宗教が置かれた位置を確認した上で、宗教とボラン

生活支援（日本語支援「てらこや塾」）、こどもたち

ティアについて論じるにあたり、宗教団体による活

の居場所づくり（鎌倉てらこや）となるが、これら

動だけを射程にしないこと、さらには聖職者による

に担い手における無自覚の宗教性（ボランティア

活動だけが宗教性を帯びたボランティア活動では

による FRO のボランティア活動）と事業を推進す

ないことを確認してきた。とりわけ、前者には白波

る組織の性格（ボランティアと共に活動する FRO）

瀬（2015）による社会活動の担い手に対する「FRO」

を想像するには難くないだろう。

という概念を、後者には稲場（2011）による利他的
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ランティア活動の可能性にも改めて着目される傾

点で、ここに日本に新たな宗教とボランティアの関

向が見られる。中世より、宗教施設は教育・福祉・

係性を見てとることができる。

芸術文化の拠点とされてきた（例えば、上田 2004）
が、古くは大阪市中央区の日本キリスト教団島之内

５．謙虚さと寛容さが根差す社会のために

教会での島之内小劇場（落語・演劇など）、近年で

以上、本稿では 2 つの震災を経て、日本における

は東京都港区の浄土真宗本願寺派光明寺での神谷

宗教とボランティア活動の関係について見てきた。

町オープンテラス（カフェ）など、礼拝堂や境内そ

改めてボランティア活動に何らかの宗教性が反映

のものを聖職者の興味や関心のもとで広く一般に

することによって、地域の課題、当事者が置かれた

開放する取り組みは、ソーシャル・キャピタル論と

課題、時代を包み込む課題、それぞれに対して深

しても格好の議論の対象なろう。また、「べてるの

い関わりへと導かれる傾向を各種の実践から確認

家」として活動の幅を広げていく精神障害の回復者

した。なお、宗教とボランティアの関係について、

らによる「どんぐりの会」
（1978 年〜北海道浦河町・

2 つの震災のあいだの取り組みを宗教団体の立場か

日本キリスト教団元浦河教会）、後に「一般社団法

らまとめた SeRV20 年史編纂委員会（2016）の実践

人リヴオン」としての活動につながっていく自死遺

や、Mitani（2014）のように定量的なデータから宗

族らによる悲しみのための場づくり「グリーフタ

教性とボランティア行動との相関があることを明

イム」（2009 年〜大阪市天王寺区・浄土宗應典院に

らかにした実証的研究もある。そうしたミクロな視

て）など、宗教施設での当事者の活動が FRO を生

点からも、マクロな視点からも、個々のボランティ

み出している例が、次々と生まれている。ちなみに、

アの属性等に迫らなかったが、岡本（2011）が示す

社会問題の中でも緊急性の高い公共政策として各

3 つのボランタリズムには宗教との関連を見出すこ

地で展開されている「こども食堂」の施策が展開さ

とを指摘した。

れているが、2014 年 1 月から超宗派の僧侶らが「お

今後、人口減少という前提、地方創生という政策、

そなえをおさがりとしておすそわけ」や「もったい

グローバル化の進展などをもとに、広義の FRO が

ないをありがとうへ」と声を掛けあい「おてらおや

有する人的・物的な側面を中心に財政的な資源を、

つクラブ」という活動を始めており、宗教団体を母

改めて地域活性化や具体的な問題解決のために活

体とするのではなく、個々の聖職者の連携・協力の

かそうとする実践や、その担い手はさらに広がって

もとで組織化される FRO の例もある。

いくだろう。浄土真宗本願寺派の僧侶で、大阪府池

以上、この 20 年の社会の動向を踏まえつつ、宗

田市の自坊の裏で空き家となった古民家を認知症

教性を見出すことができるボランティア活動の広

高齢者のためのグループホーム「むつみ庵」を運営

がりを見てきた。系統的に紹介できてはいないが、

する特定非営利活動法人リライフの代表を務める

組織的な活動に関心を向けたという点で共通点が

釈（2016）は、他者との交わりで「お世話され上手」

あり、一方で、例えば soul in 釜ヶ崎（2008）にお

な振る舞いの大切さを説いている。宗教と慈善と福

ける金光教の教師やカトリックの神父や真宗大谷

祉とのあいだには相互に連関が強いことに違和感

派など宗旨を超えた聖職者と大学・地域のネット

が抱かれることは少ないと思われるが、ここで言う

ワークなど、さらなる特徴を見出すことができるも

「お世話され上手」の視点は、単に施しを受ける側の

のもある。ちなみに、特に宗教施設を社会的に活用

受援力が問題とされているのではなく、支援をする

するという観点では山口（2014）で議論したことを

側にも向けられている。持つ者 — 持たざる者、でき

付記しつつ、事例の最後に、2015 年 8 月から 2016

る人 — できない人、聖 — 俗、こうした二分法では

年まで活動していた「SEALDs（自由と民主主義の

なく、人生を、生活を、そしていのちを共に生きて

ための学生緊急行動）」設立メンバーの背景にキリ

いく実践知が共創・共有されていってよいだろう。

スト教主義があると注目する議論を取り上げてお
５）

そうした中、東日本大震災を経て、臨床宗教師の

こう 。すなわち、SEALDs には政治経済の混迷に

養成と資格認定の動きが複数の機関で始まってい

対して宗教に裏打ちされるボランティア活動が行

ることは、これからの宗教とボランティアの関係を

われた上、前述の岡本（2011）の示す Voluntaryism（ボ

考えていく上で目を離せない動きである。特定の宗

ランタリズム c）の出現としても捉えらえるという

旨・宗派に拠らず、他者に寄り添う中で、宗教者の
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信仰がコミュニティを支えていくことの意義は谷

ルトチルドレンなどのセルフヘルプ運動など、現代

山（2016）に詳しい。同書では、かつて新潟県の

社会システムにおいては「非合理的な信仰をそのま

長岡西病院にビハーラ僧として勤務し、東日本大震

ま説く宗教ではなく、合理性を重んじるスピリチュ

災の後に東北大学大学院文学研究科の実践宗教学

アリティ」（p.18）が存在し機能していることを指摘

寄附講座において臨床宗教師の養成に携わってい

しつつ、社会の個人化が進む中で「超越的な存在と

る著者により、困難な状況に置かれた人々が、信仰

の関わりにおいて自らを位置づけ、ある共同性に身

による心の安寧や救済を求めていなくても、数珠

を寄せるとともに、多様な信念や情報のうずまくな

などの宗教的資源や宗教者に話を聞いてもらえた

かで、個人として際やかなアイデンティティを示し

安心感が癒しとなることが事例から示されている。

ていこうとする志向性」（p.305）が根差すことを明

阪神・淡路大震災の後の神戸で注目されたコミュニ

らかにした。本論ではこれらをもとに宗教を生活哲

ティ・ビジネスや、東日本大震災を前後して関心が

学として捉えることにしたが、2016 年 10 月に「日

高まっているソーシャル・イノベーションといった

常生活を見つめ自分を活かし他者を活かす道を考え

概念に対し、そもそもビジネスはなんらかのコミュ

ること」を設立の趣意に掲げた一般社団法人生活哲

ニティに根差し、本来イノベーションとは社会的な

学学会の議論や実践とは関連づけられていない。本

ものではなかったか、といった指摘がなされる場合

論では生活哲学という語を、倫理的な行動を促すた

があるが、宗教者が臨床に立つ意味が積極的に訴え

めの用語ではなく、価値判断における合理／不合理

られていることについて、宗教者が我が事として受

に着目して実践の意味を解くために用いている。そ

けとめていく必要があろう。

のため、本論では宗教論は可能であるが、宗教その

そもそも宗教とは、それぞれの人生や生活や生命

ものは科学することができないという立場を採る。

に対する価値のものさしである。そして、
ボランティ

これが本論において宗教を生活哲学として位置づけ

ア活動もまた、それぞれの主体が対象に対する、ま

た背景である。

た主体と対象とを結び合わせるコミュニティにおけ

２） なぜ伝統的な仏教教団ではなくオウム真理教に入信

る、価値のものさしに基づいてなされる。櫻井と川

したのかという問いに対して、お寺は風景でしかな

又（2016）は「何かしら特別なことをしないとダメ

かったと答えたのは、「地下鉄サリン事件直後に脱

ではないかという実践型の寺院（Doing）のみが注

会した高橋英利氏であった」（井上 , 1999: 78）とい

目される現況」の中で「地域社会に寺院があること

う。井上（1999）は、風景化する伝統宗教の背景に

（Being）が地域の人々の安心感やコミュニティの持

は、高度情報社会によって「専門知の逆転現象」
（p.90）

続感に大きな影響を与えている」
（p.421）と、宗教

と「情報のパラドックス」（p.94）がもたらされたこ

６）

の機能だけでなく存在への関心を促している 。折

とを挙げ、「宗教についての基礎的知識も基本的情

しも、阪神・淡路大震災から東日本大震災までの

緒もあまり伝えられなくなっていく現在の社会シス

ボランティア活動を概括した渥美（2014）が、秩

テム、あるいは教育システムの中で、自由競争化は

序化よりも遊動化へと「大胆に軌道修正していく」

進行する」（p.97）のが必然と記している。こうした

（p.232）必要を訴えているように、政治的・経済的

議論に符合するかのように、いわば信の共同体はイ

に変化の時代にあって、自覚の有無にかかわらず、

ンターネットの普及と共にバーチャルな世界へ、す

自分には謙虚に他者には寛容となる真の共同体が生

なわちサイバースペースへと拡張していった。中島

成・維持・発展されていくことを願うところである。

（2011）は、秋葉原事件の容疑者が会員制の交流サ
イトを利用しつつ犯行前に退会したことや、犯行の

謝辞

様子をインターネット上の掲示板に逐次投稿してい

本研究においてフィールドワークを通じて得た知
見は JSPS 科研費 26780485 の助成によるものである。

たことなどに着目し、「思いを共有できる人と、関
係を構築したい」（p.51）という思いから、「リアル
な身体性を伴わないネットに」本音で触れ合うこと

【注】

ができる「関係を求めて、自らの言葉を小さな長方

１） 島薗（2007）は、ホスピスやグリーフワークなど死
生のケアや、フェミニスト・カウンセリングやアダ
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形の画面に叩きつけた」（p.230）と考察した。
３） 白波瀬（2015）は、政教分離の原則と信教の自由

無自覚の宗教性をもとにしたボランティア活動の台頭－宗教とボランティアの 20 年－

が「厳格に適用」（p.13）されている現代の日本に
おける宗教とボランティアの関係に対し、FRO と

渥美公秀．2014．災害ボランティア ― 新しい社会へのグ
ループ・ダイナミックス．弘文堂．

いう概念を提示することで「低成長期以降は分権化

初谷勇．1996．行政とのパートナーシップ．本閒正明・

が進み、国や地方自治体が、民間活力を積極的に活

出口正之編．ボランティア革命 ― 大震災での経験

用する傾向にある」中で「公共領域の一翼を担っ

を市民活動へ．東洋経済新報社．139-179．

ている」
（p.12）ことを明らかにした。ただし、概

稲場圭信．2011．利他主義と宗教．弘文堂．

念の提示の過程では、Sider & Unruh (2004) による

井上順孝．1999．若者と現代宗教 ― 失われた座標軸．筑

Faith-Based Organization（ 以 下、FBO） の 5 類 型 に
着想を得ている。その上で「宗教との強い結びつき
を想起させやすい FBO ではなく、FRO という概念
を本書で使用することにする」（p.4）と著している
ため、広義には全ての FBO は FRO、FRO は狭義の

摩書房．
金子昭．2002．駆けつける信仰者たち ― 天理教災害救援
の百年．天理教道友社．
金子郁容．1992．ボランティア ― もうひとつの情報社会．
岩波書店．

FBO として捉えられるという点で、概念の新しさを

Kingston, Jeff. 2015. SEALDs: Students Slam Abe’s Assault

見出すことができよう。実際、Sider & Unruh (2004)

on Japan’s Constitution. The Asia-Pacific Journal 13(36):

の 5 類型では、社会活動を行う組織における教義や

1-7.

教団との結びつきの強さに着目している。筆者の解

Mitani, Haruyo. 2014. Influences of Resources and Subjective

釈では、(1) 浸透（Faith-Permeated Organization）、(2)

Dispositions on Formal and Informal Volunteering.

中 心（Faith-Centered Organization）、(3) 系 列（Faith-

Voluntas 25(4): 1022–1040.

Affiliated Organization）、(4) 背 景（Faith-Background

ムコパディヤーヤ、ランジャナ．2005．日本の社会参加

Organization）、(5) 提携（Faith-Secular Partnership）に

仏教 ― 法音寺と立正佼成会の社会活動と社会倫理．

整 理 で き、(1) と (2) が 狭 義 の FBO、(3) か ら (5) が

東信堂．

広義の FBO として位置づけられる。白波瀬（2015）
の FRO という概念は、広義の FBO の活躍こそ、今
後の日本のでは社会問題の解決の上で重要となると
示すことに奏功していると捉えられる。なお、FBO

村井雅清．2011．災害ボランティアの心構え．ソフトバ
ンククリエイティブ．
中島岳志．2011．秋葉原事件 ― 加藤智大の軌跡．朝日新
聞出版．

の類型化については、高瀬（2015）による緻密な比

大江浩．2012．災害と惨事ストレス、支援者のケアの必

較研究があるが、本論ではこれ以上立ち入らない。

要性 ― 現場からの声として．ボランティア学研究

４） 前置詞を入れて概念に迫る思考実験の意義について
は山口（2007）で論じられている。
５） 創設メンバーの一人である奥田愛基は、先に示した
北九州ホームレス支援機構の設立に携わった日本バ
プテスト連盟の牧師が父であることが公表されてい

12: 27-40．
岡本榮一．2011．巻頭言 ― ボランタリーな活動の社会的
価値の追求．ボランタリズム研究 1: 1．
櫻井義秀．2009．はじめに．櫻井義秀・稲場圭信編．社
会貢献する宗教．世界思想社．i-vii．

る（例えば、行本 2015）。また、当人以外にもキリ

Sider, Ronald J. & Unruh, Heidi Rolland. 2004. Typology

スト教主義による大学生らが多数参加していること

of Religious Characteristics of Social Service and

に関心を向けた論考（例えば、Kingston 2015）もある。

Educational Organizations and Programs. Nonprofit and

６） 2012 年度から一般社団法人お寺の未来が「未来の

Voluntary Sector Quarterly 33(1): 109-134.

住職塾」を展開するように、事業体としての宗教

島薗進．2007．スピリチュアリティの興隆．岩波書店．

団体のあり方に丁寧な関心が向けられた取り組み

島薗進．2012．現代社会とスピリチュアリティ．弘文堂．

もある。

SeRV20 年史編纂委員会．2016．真如苑救援ボランティ
ア ―SeRV ボランティア活動の軌跡．文藝春秋企画
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レス支援の現場から . ナカニシヤ出版 .
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ローバルとローカル・マクロとミクロのダイナミッ

Faith-related Organizations Rising in Japan despite an Unawareness of Spirituality:
Dynamics of the Connection between Volunteering and Religiousness
Hironori Yamaguchi
(Ritsumeikan University)
This paper discusses a connection between volunteering and religiousness from 1995 Great Hanshin earthquake to 2011
Tohoku earthquake and tsunami. In Japan, the national government used particular religions to govern the country; such
as Buddhism in the medieval period and Shintoism in the modernization. Voluntary actions were lead by some spirituality
under the Constitution of Japan, established after the World War II. This paper treats religious actors as faith-related
organizations not as faith-based organizations. As stated Tatsuya Shirahase’s research (2015) on the sociology of religion.
Furthermore, from another study on the sociology of religion, Keishin Inaba (2011) projected many kinds of activities in
the stricken areas of Tohoku earthquake. Based on a comparison among about 20 years practice with these former studies,
voluntaryism for seeking a proper governance and nomadization of volunteering were already apparent in the action by
faith-related organizations.
Keywords : great earthquake, spirituality, faith-related organization, voluntaryism, nomadization
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特集：二十一世紀の国際ボランティア
国際ボランティア学会の果たした役割

国際ボランティア学会の果たした役割
内

はじめに

海

成

治（京都女子大学・京都教育大学）

は、あまり暖かい雰囲気はなかった。私自身、国

今年は国際ボランティア学会が発足して 18 年に

際協力事業団で長く開発途上国の教育協力にかか

なる。大阪大学で国際ボランティア学会の発足の記

わって来たので、学術論文や著作はわずかしかな

者会見をしたことが昨日のことのように思い出さ

かった。にもかかわらず、私に課せられた課題は、

れる。短い歴史ではあるが、これまでさまざまな変

ボランティア研究をいかに形成するかということ

遷を経てきている。また、会員の皆様のお力でボラ

であった。そのために当面、2 つのことを考えねば

ンティア学の発展に貢献し、それなりの役割を果た

ならなかった。ひとつは大学院課程を作ることであ

してきたと思う。学会が発足した当時は大学でボラ

り、いまひとつは研究の場の形成である。

ンティアに関する講座はもちろん講義も行われて

大学院は、学年進行で作るために 1996 年に入学

いない中での学会発足は勇気が必要だった。国際ボ

した学生が大学院に入る 2000 年に設置する計画で

ランティア学会の設立に関わったものとして、発足

あった。しかし、当時阪大は全学の大学院重点化〈大

の頃とその後の活動についてお話をすることにし

学院大学〉を目指しており、ボランティア学講座の

たい。

大学院設置も急がれていたので 1 年前倒しにして
1999 年に修士課程 1 年生を迎えることにした。ボ

１．国際ボランティア学会発足の頃

【阪大のボランティア学講座】

ランティア講座からの進学はできないので人間科
学部のほかの講座や他大学からの院生であった。

大阪大学人間科学部にボランティア人間科学講

研究発表の場としては、ボランティア学講座の紀

座が設立されたのは 1996 年 4 月である。前年 1 月

要を作ることにした。ボランティア学講座は一講座

の阪神淡路大震災後のボランティア活動の高まり

であるが大講座であったため共生学系と名乗り、共

の中で発足した講座であった。これまで大学で講

生学系の紀要として発刊した。しかし、これは内部

座として本格的にボランティアが研究されること

の紀要であるため、大学外部の学会における発表や

はなかったと思う。阪大の講座は教授 3、助教授 2、

ジャーナルが必要となったのである。

助手 2、客員教授・客員助教授それぞれ 1 の合計 9
名の大講座であった。人間科学部の既存の定員の配
置もあったが、定員の純増での大講座設立である。

【なぜ学会なのか】
学会とは何か。いろいろな考えがあると思うが、

国立大学の定員増が行われなくなった年でもあり、

私としては学会とはひとつのアゴラ（広場）であり

国立大学の定員増は稀有な例だと思う。

アリーナ（競技場）だと思う。いずれにしろ公共の

私は最初の教授としてその年の 9 月に赴任した。

場であり、誰でもが参加でき、課題について科学的

講座設立に尽力されたＫ教授やＩ教授に聞いたと

に議論を戦わせる場だと考えている。科学的という

ころでは、どういう分野の人材を集めるかで大いに

意味は、そこに提出される議論は、科学的手続きに

悩まれたとのことである。最終的に福祉、災害復興、

したがって行われたもので、他者が検証可能でなく

国際協力の 3 つを柱として設置が認められたとい

てはならない。そしてその結論は次の人が利用可能

う。私は国際協力の分野の教授として最初に赴任し

でなくてはならない。つまり、学会における研究発

たのである。ただ、最初の教授であったため講座主

表や論考は、一種の公共財なのである。

任として人事に奔走することになった。

このような原則的なものとは別に、ある学問領域

大阪大学人間科学部は発足のときから社会に開

が確立されるためには研究領域と研究手法を確立

かれた学部を目指していたが、その趣旨とは裏腹

することが重要である。これはひとつの領域や手法

に、高いアカデミズムを追求する学部であった。そ

を用いるという意味ではなく、ある方向性を持つと

のため、ボランティアのような実践的科学に関して

いうことである。ボランティア学のような複合領域
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でありかつ理論と実践の両面に配慮することが必

日本学術会議は学会が集まって構成されているこ

要な場合は、領域や手法も複合的なものにならざる

とも関係している。現在は、学術会議の議員は学会

を得ない。

の選挙で選出されるのである。日本学術会議協力学

また、ボランティア学領域の大学院は専門職や大

術研究団体が学術会議のメンバーである。協力学術

学教員を目指す院生も多くなる。その場合には学会

研究団体になるには学会からの申請によって学術

での研究発表や学会誌への論文投稿は必須である。

会議に認定される必要がある。私は阪大に赴任して

新しい研究領域の場合には発表の場が極めて限ら

から２年半ほど文部科学省国際協力調査官を併任

れている。例えば、比較教育学の分野では途上国の

していた。当時の部下が学術会議に出向していたの

教育研究は限られた領域であり、投稿しても採択さ

で認定の基準を聞いた。すると、認定の基準は定め

れることは困難であった。それは、その領域の研究

られているわけではないが、一応、会員 300 名、学

者が少なく査読が困難であるからである。まして、

会誌が 3 号まで出ていること等が必要であると、知

ボランティアは心理学、経済学、教育学、社会学、

らされた。そこで、確か 2002 年に申請し、協力学術

医学、福祉学等々の多くの領域を含む複合的、学際

研究団体に認定された。これによってボランティア

的な分野であり、既存の学会に発表の場を求めるこ

を研究する学会が日本に正式に誕生したのである。

とは難しかった。
【学会誌の発行】
【学会を立ち上げると言うこと】

学会の公共財としての意味は、研究発表の場であ

学会の必要性は強く感じていたが、実際に作ると

る大会の開催と学会誌の発行にあると思う。学会誌

なると躊躇せざるを得ない。公共財としての学会で

の発行は、学会の最も重要な活動である。特に大学

あるから、運営できなくなったら解散と言うわけに

院生や若手の研究者にとって学術雑誌に論文を投

はいかないからである。つまり継続することが大前

稿して採択されることが最も重要な業績である。ま

提である。

た、多くの大学では博士論文を提出する条件として

また、ボランティア学会にいったい何人の人が集

学術雑誌への投稿採択を義務としている。

まり、どのような場を持つことができるのか不安で

国際ボランティア学会誌は『ボランティア学研

あった。大阪大学以外にボランティア講座があるわ

究』とし、第 1 号は 2000 年 10 月に発行された。学

けではなく、事務局機能を講座で担うことができる

会誌の論文は査読が必要であり、学会員に相互に切

のか。さらに、大阪大学のボランティア講座もいつ

磋琢磨する場でもある。学会誌の継続した発行は、

まで続くか分らないからである。大学の講座は学生

小規模な学会にとって大変な努力が必要であるが、

がいなくなればなくなるからである。そのことを講

日本のボランティア研究のために継続することが

座内で何度か議論したことを覚えている。

大切である。

その時に YMCA をはじめとするキリスト教の関

日本においてボランティア研究はまさに始まっ

係団体が、以前から国内外のボランティア活動を

たところであり、どのような論文が学会誌に掲載さ

担っており、学会の設立に手を挙げてくださった。

れるのかも重要である。なぜなら、ボランティア学

そんなことから、多少の不安はありながら、何とか

は理論と実践の 2 つの領域にまたがった研究分野で

なるだろうということで、ボランティア学会の設立

ある。理論的枠組みからの実践や実践を分析した理

にいたったのである。また、私自身国際協力を研究

論も重要となる。このような実践と理論の両方をに

していることから開発途上国への支援や災害救援

らんだ領域である。そのため学会誌の編集委員会は

も視野に入れて国際ボランティア学会と言うこと

大変だったと思う。

にした。これには国内の福祉団体が日本ボランティ

第 10 号の発行後、これまでの学会誌をレビュー

ア学会を設立したことを受けて、別の名前にしなけ

した論文を書いたことがある。10 冊の『ボランティ

ればならなかったと言う事情もあった。

ア学研究』を通読し、10 年の歩みを概観したが、
ボランティアに関するさまざまな領域の高い水準の

【学術会議の協力学会へ】
学会とは公共財であるといったが、この根拠は、
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論文を読むことが出来て、いささかの感慨を覚えた。
この『ボランティア学研究』への投稿を経て博士

国際ボランティア学会の果たした役割

論文を完成させた研究者も多い。そうした方々は現

は、学会誌を充実させ、学会誌の掲載論文を中心と

在研究職につかれている。これは日本の多くの大学

した出版活動なども必要であろう。また、学校や団

でボランティア関連の講義が行われるようになり、

体などへの出張講義ももっと実施することが必要

この分野の研究者の需要が高まっていることと、そ

だと思う。

れを学会がサポートしてきたからだと思う。

そして、国内外のボランティア団体との連携も重
要だと思う。青年海外協力隊、NGO、地方自治体、

２．国際ボランティア学会の意味
国際ボランティア学会の意味は、なんと言っても
日本で唯一のボランティア研究の拠点であること

ボランティア団体、大学、学校等のボランティア実
施機関・団体との連携である。学会としての連携は
研究やモニタリングなどが主なものとなろう。

だと思う。現在、ボランティアは今世紀に入って、

さらに、メディアへの発信も大切である。これま

市民社会を支える重要なファクターとして認識さ

で、新聞社等からの取材には積極的に行ってきた。

れている。国際協力や青年海外協力隊、NGO など

また学会として放送大学の番組への協力も行ってい

の海外ボランティア活動、オリンピック等のスポー

る。こうした連携は今後一層強くする必要がある。

ツ大会や音楽イベント、福祉の分野などもボラン

こうした活動の基盤は、あくまでもしっかりした

ティアなしには実施できない。また、教育の分野で

調査・研究である。またそのためには研究資金を得

も「総合的学習の時間」をはじめとしてボランティ

るための活動も大切である。公的な資金やさまざま

アの重要性は認識されている。また、特別支援教育

な財団の資金などを積極的に獲得することも重要

の実施にはボランティアが必要である。また、大学

な課題である。

での障がい学生の受け入れもボランティアによる
のである。企業の CSR が一般化しているが、これ
もボランティアの一種である。

以上、私自身の反省も含めて課題を記してきた。
しかし、国際ボランティア学会が、設立も目的をま

つまり、現代の社会はボランティアなしには動か

がりなりにも果たしてきたのは、会員の皆様一人ひ

ないのである。それだけにボランティアの研究は政

とりのお力によるものであり、心から感謝する次第

府、地方自治体、大学、企業から個人にいたるまで

である。

広く重要性が高まっている。そのため日本におけ
るボランティア研究の唯一の場である国際ボラン
ティア学会の意味があるのだと思う。

３．国際ボランティア学会の課題
国際ボランティア学会も学会である限り、学会と
言う組織が持つ課題を担っている。学会の会員の最
適規模はどの程度か分らないが、数千人を数える巨
大な学会から数十人の小さい学会もある。国際ボラ
ンティア学会は 200 人程度の会員であるため、今後
の会員の増加も課題のひとつである。これは会員数
が多ければよいと言うものではない。学会は企業で
はなく、量より質が重要である。しかし、ボランティ
ア研究の質を担保するためにもアクティブな会員
の数は重要だと考える。
いまひとつは、学会としての発信力である。現在、
毎年の大会と学会誌の発行、ニュースレターの発行
などを行っている。これは小さい学会としては大変
な努力だと思う。しかし、もう少し社会に対する発
信力を上げるためにも重要だと思う。そのために
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国際ボランティア学会第 17 回大会報告
宮

原

信

孝（久留米大学）

国際ボランティア学会第 17 回大会は、2016 年 2 月 27 日（土）に福岡県久留米市の久留米大学御井キャン
パスを会場として開催された。また、同 28 日（日）には「くるめまち歩きエクスカーション」を行った。テー
マを「市民が創る未来」とし、多くの会員の方、久留米市民を中心とする一般の方、学生 ･ 院生の参加を得て、
盛会のうちに終えることができた。

テーマについて

説明し、質疑応答する中で、学生より、学生を

今回のテーマは「市民が創る未来」であった。こ

中心とした若者で自分たちが創る未来はどん

のテーマを設定した理由としては、ニュースレター

なものか考えたい、という意見が出、まずそこ

及び大会要旨集挨拶でも説明したが、まとめれば次

で学生討論会「市民が創る未来」を企画するこ

のようにいうことができる。

とにした。よくよく考えるとこの名称は 2 つの

１）世界では難民問題を始めとして国際支援にお

シンポジウムをカバーする名称ではないかと

いて多くの課題が見つかる中、支援が支援と

思い至り、全体テーマとした次第である。

して成果をもたらす上で市民の力が大いに発
揮されている。特にフィリピン及び東ティモー
ルではその顕著な例が見られる。

公益の実現には、国際機関、国、地方行政府の力
が必要であることは議論を待たないが、公益が多様

２）翻って日本においては、地方創生が進む中まち

化し、かつ拡大している現在、組織規定に決められ

づくりに市民の力が大きな役割を持つように

たことを行うこれら組織の活動だけでは、それらに

なって来ていること。多くの地方都市と同様、

的確に応えて行くことはできない。それがはっきり

商店街にシャッターが目立ち、産業の衰退、少

分かったのが、アフガニスタン復興支援であり、久

子高齢化に悩まされている久留米市では、市民

留米市創生の現状である。

活動が盛んで、NPO か否かを問わず、まちづ

日本のアフガニスタン支援では、官の支援と民間

くりを活動の主旨とする市民組織が 300 以上も

NGO との協働を考えた。テロとの戦いという制約

存在している。他方で久留米では、市民が主体

の中で成果を挙げたと信じるが、日本人の支援の中

的にまちづくりに参加する中、ボランティアの

でアフガニスタンの人々の命と生活の安全保障の

意義 ･ 役割を確認し、前進していくべき時期に

実現と向上に事実上最も顕著な功績を挙げたのは、

も来ている。

ペシャワール会の「緑の大地計画」だった。

３）このように、国際社会でも日本国内でも支援や

久留米市では、中心市街地の活性化のためとしてシ

公的分野で市民の活躍の場が広がり、かつ市民

ティ ･ プラザという市民会館と言うには大きく豪華で

の力でこれらの分野の活動の内容が向上する

機能も整った建物を建設した。そのグランド ･ オープ

とともに、深まっており、これらを具体例に

ンの際、最も人を集めるのに貢献したのは、くるめ日

沿って議論することは、国際ボランティア学会

曜市の会であり、けやきとアートの散歩路であり、大

にとって大いに意義のあることと考えた。

龍会（有馬頼底相国寺派管長を名誉会長とする茶の湯・

４）具体的なテーマ名称「市民が創る未来」は、宮

文化振興の会）であった。市民が企画実施したことが

原の学部 3 年演習で学生たちと議論する中、学

まちの活性そのものだったのである。

生の一人が発案したものである。2 つのシンポ

現代は市民が個人の幸せを追求する時代である。

ジウム「市民が主役のまちづくり」と「市民が

その中で多くの市民が自分の幸福の中に、「公益」

国際支援のギャップを埋める」について内容を

という言葉は使わなくても、社会のため、みんなの
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宮原

信孝

ため、地域やまちのために貢献する、ということを

もう一つは久留米大学宮原ゼミの企画で「市民が

入れ始めているように思える。これらから感得でき

創る未来」というテーマで約 20 名の参加者が金魚

ることをまとめれば「市民が自分たちの未来を創る」

鉢トーク形式の議論を行った。司会は、久留米大学

ということだし、であれば「市民が創る未来」とは

卒業生で、シンポジウム１「市民が主役のまちづく

どんなものであろうという思いが生れるだろう。

り」のパネリストの一人が代表する hitoKURU の創

今回の大会でどの程度その思いに応えられたか

始者の一人、森賢成が務めた。大西健丞 PWJ 代表

は分からないが、2 つのシンポジウムの中身は、公

等識者の発言 ･ コメントが刺激となり、学生たちに

益における市民の活躍を証明するものだったと言

とって考えさせられる議論がなされた。

える。その意味で今大会テーマを「市民が創る未来」
としたのは、意味があったものと確信する。

2 つのシンポジウムが一般公開で行われ、多数の
久留米市民も参加した。１つは、
「市民が主役のま
ちづくり」と題し、公益を市民が担うという考え方

大会組織

について大西健丞（PWJ 理事長）の基調講演を聴

大会実行委員長は宮原信孝が務めたが、久留米大

NPO 論を講じる伊佐淳（久留米大学）の司会で、
き、

学には会員がほとんどいないので、大会の企画運営

市民による久留米市のまちづくりやその意義につい

には、副実行委員長として湯川洋久（四国学院大：

て、景観整備とアートによるまちづくり、公道を歩

当時）及び高橋真央（甲南女子大学）に大きな寄与

行者天国にしての日曜市実現、古いアパートや古民

をしていただいた。また、実際の実務は、宮原ゼミ

家のリノベーション、学生によるまちなか再生の創

3,4 年生が大いに働いてくれた。特にゼミ 3 年生は、

造にそれぞれ取り組む 4 つの市民組織の代表が議論

企画の段階から様々なアイデアを出してくれた。内

した。コメンテーターの林薫（文教大学）他フロア

海成治会長には、事前に久留米大学を訪問していた

からのコメントも多数出て発展的な議論となった。

だき、様々な助言をいただいた。また、中村安秀

もう一つのシンポジウムは、「市民が国際支援の

事務局長を始め、事務局の皆様方にも多くの助言 ･

ギャップを埋める」と題し、湯川洋久（四国学院大

助力をいただいた。全ての皆さんに心から感謝申し

学：当時）の司会・通訳の下、フィリピン及び東チ

上げる。

モールからの報告を二人の有識者、グレン・バティ
カドス（フィリピン大学ロスバニヨス校）及び宮

大会の内容

良多鶴子（日本・東チモール友好協会）が行った。

今大会も第 1 日目（2 月 27 日（土））は例年のご

これを受け、両国の国際協力の現状につき知悉する

とく 4 つの部分で構成された。研究発表が行われる

二人のコメンテーター、葉山アツコ（久留米大学）

分科会、テーマに基づくシンポジウム、及び総会並

及び小川寿美子（名桜大学）がそれぞれの報告に対

びに懇親会である。第 2 日目（28 日（日））に「く

して的確なコメントを行った。前者については、支

るめまち歩き」エクスカーションを行い 1 日目の議

援をうまくやっていくためには受益する家族に焦

論を体験により確認するということになった。

点を充て、地域住民が誠実だと信頼する人物と協力

分科会では、3 つの分科会と 2 つの企画セッショ

することが重要であること、それを行う際市民の役

ンが行われた。分科会は、「ボランティア活動の運

割は大きいことが確認された。また、後者において

営」、「国際ボランティア・ケーススタディ」、「ボラ

は、支援する側、受ける側の間の相互理解が必要で

ンティア教育」のテーマで、計 16 本の発表が 3 つ

あり、そのために草の根の国際交流が必要であるこ

の会場で行われた。それぞれの分科会では、発表者

とが指摘された。

から各々興味深い研究報告、活動報告などが行わ
れ、熱い議論が交わされた。

総会後、隅谷三喜男賞および第 2 回村井吉敬賞の
授賞式が行われた。後者については、久留米市で

また、企画セッションは、一つは高橋真央（甲南

タウンモビリティ活動を行う、吉永美佐子氏（NPO

女子大学）の企画で「教育現場における「ボランティ

法人こうれい研代表理事・NPO 法人シニア情報プ

アの学び」について」というテーマでラウンドテー

ラザ理事）及び NPO 法人こうれい研・NPO 法人シ

ブル形式の議論を行い、有意義な時間を持てたとの

ニア情報プラザが受賞したことが、久留米市の「市

報告を受けた。

民が主役のまちづくり」との関係で特筆される。
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懇親会は、学生会館ミーティングルーム 3 で、障

ベーション久留米のリノベーション・アパートを見

がい者雇用を目的に設立された夢カフェのケータ

学し楽しく終了した。昼食をとらずに 3 時間以上も

リング・サービスにより行われた。また、久留米市

歩くハードなものになったにも関わらず、最後まで

の紹介のため、同市の酒造所で作られた日本酒が振

付き合っていただいた参加者の皆様方に感謝申し

舞われるとともに、絣デザイナーの古賀円氏より久

上げる。

留米絣及び翌 28 日（日）のエクスカーションで見
ることになる街中アートについての解説が行われ
た。久留米市民及び学生も多数参加し、活気のある
ものになった。

おわりに
日本の端にあり、かつ学会会員も少ない久留米大
学において今回のような大会を開催し、無事終える

28 日のエクスカーションは、
「NPO 久留米日曜市

ことができたのは、内海成治会長を始めとする国際

の会」がプラットフォーム的役割を果たしている日

ボランティア学会理事会員の皆様のご指導・ご支

曜市及びオックスファムのフェアトレード商店を

援、ならびに今回のテーマを理解し協力して下さっ

見学するとともに、「けやきとアートの散歩路」が

た二人のシンポジウム報告者及び久留米大学教員

準備した、街の角々のアート展示と茶の湯等のパ

並びに久留米大学学生諸君のお陰である。ここに心

フォーマンス体験などを訪ね歩いた。最後は、リノ

からの感謝を申し上げ、報告を閉じたい。

分科会

村井吉敬賞
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授賞式
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【第 17 回大会報告】
報告「市民が主役のまちづくり」

シンポジウム① 報告
「市民が主役のまちづくり」
宮

原

信

孝（久留米大学）

シンポジウムは大会の午後 2 時から 3 時 45 分の 1 時間 45 分で行われた。大西健丞ピースウィンズ・ジャ
パン（PWJ）理事長の基調講演を受け、ファシリテーターが 4 人のパネリストに「市民が主役」となって行う「ま
ちづくり」に向けて鍵となる事項について質疑応答していくという形式で議論が進められた。また、コメン
テーターや基調講演者、あるいはフロアから的確なコメントがなされ、「市民が主役のまちづくり」を久留米
において行っていく上でのヒントと希望が浮かび上がるものとなった。ファシリテーター、コメンテーター、
パネリストは次の方々であった。
ファシリテーター： 伊佐

淳（久留米大学教授）

コメンテーター：

林

薫（文教大学教授）

パネリスト：

進藤

仁子（けやきとアートの散歩路

若江

皇絵（NPO 久留米日曜市の会

半田

啓佑 / 半田

前田

晃照（市民公益団体 hiroKURU 代表）

理事長）
理事長）

満（リノベーションくるめ、H&A）

冒頭、大会実行委員長の宮原信孝より趣旨説明を

えながら、国際、国内に限らず、市民が公益を担う

行った。久留米市は、300 を超える市民団体 ･ グルー

ことが特別のことではないこと、公益活動には資

プがまちの活性化やまちづくりのため活発に活動

金が必要であるが、それを市民が第 3 の勢力（Third

している。そのような中市役所と市民との協働が一

Sector）としてどのように得ていくことができるか、

つの課題となっている。そこで、市民による公益活

について説明がなされた。

動を行ってこられた大西健丞氏の基調講演を基礎

特に資金の調達が非常に重要で、次のような例が

に久留米市で最も活発に活動してきた 4 つのグルー

提示された。

プの代表方に議論していただき、久留米の「市民が

１）市民が行政と 1 対 1 で補助金等の支援を得よう

主役のまちづくり」の方向性を探し出していきたい

とすると、行政の決定過程のブラックボックス

と考えた。

の中でうまく行かないが、財界や経済界を説得

その後、ファシリテーターの伊佐教授の時間設定
と議論の方針が伝えられ、基調講演とその後の議論
が約 100 分間にわたり行われた。

し一定の資金が得られれば、これがテコになっ
て、行政を説得しやすくなる。
２）広島県の犬殺処分ゼロ・キャンペーンでは、
PWJ の本部のある神石高原町へのふるさと納

１．基調講演

税により多額の資金を集めることができた。

大西健丞氏は、広く知られているように、ジャパ

３）毎年 700 億円ずつ生じる銀行の休眠預金が各銀

ン・プラットフォーム（JPF）という官・財・民が

行の雑収入として処理されているものを、コ

それぞれのリソースを持ち寄り対等の立場で、国際

ミュニティ財団等へまわし、地域の発展等に寄

緊急人道援助を行う組織を立ち上げた一人である。

与できるようになる法案成立が目の前までき

講演では、PWJ の立ち上げ、イラク、コソボでの

ている。

経験から生れた JPF 創設の経緯、更には Civic Force
やアジア太平洋アライアンス創設などの説明を交

その上で、市民活動を成功させる上で次のことが
必要だと大西氏は述べた。
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１）物語と際立った主人公が必要であること。

２）先立つものはお金か対等性か？行政は巨大で

２）ソシアル・ニーズを考えるべきこと。

あり、対等性をどうやって見出すのか。

３）ゼロベースで考えるべきこと。

それとも縮こまるのか。

４）NPO バンク等非ノーマル型金融機関を設立し、

（若江）ビジョンや目標を共有するところは対等で

うまく運営するためには投資が分かっている

ありたいが、行政は大きく、対等でいられにく

人及び社会が分かっている人が必要なこと。

い。しかし、互いの強みはあるのでそれぞれの
強みを活かせばよい。行政の苦手なところをカ

２．パネリストの議論
伊佐教授より、基調講演を受け、いくつかの質問

バーすることで対等でいられるようにする。
（進藤）ある問題で市役所で 3 時間も粘って話をし

がなされ、それにパネリストが答える形で議論を

た。市役所職員は、NPO は規則に縛られるが、

行った。

自分たち市はしばられない、と言われた。職員
が NPO や事業の趣旨を理解して市の上層部を

１）
「公益を市民が担う」ということについてどう
考えるか。

動かし事業を成功させても、後に市からはずさ
れる。市の協働フォーラムで協働はみんなで仲

（若江）日曜市という事業は、公共の場を使ってマ
ルシェを行っているようなものであり、行政の

良くやることになっている。これでよいのかと
思う。

協力が必要である。活動内容を行政に理解して

（半田啓）別途「久留米移住計画」という事業を手

もらい、許認可や補助金を受け取る。インフラ

がけている。久留米市の魅力発信ということで

の部分を行政に担ってもらっている。

行政と協力している。市がこれまで何年も東京

（進藤）久留米シティ ･ プラザができることになり、

や大阪に行ってもできなかったことも、民間が

せっかくの施設が使われないのは良くないと

代わりにやるとスムーズに進む。問題は、市の

考え、狂言や大道芸など市が提案した事業に市

上層部に話を上げることに苦労すること。市議

との協働と言うことで協力した。因みにこの学

会議員に上げてもらっている。

会に合わせてまち中美術館を開催する。問題

（半田満）行政には現場を見てもらいたい。市役所 ･

は、ほとんど市がタッチしないこと。市職員は

議会には予算作成等のスケジュールや仕組み

個人的には熱心に手伝ってくれるが、コンセプ

がよく分からない、ブラックボックスのような

トの理解等ができていない。マンパワーも含め

ところがある。そのような情報を提供してもら

て市ぐるみでやるのが協働ではないか？

いたい。

（H&A 半田啓）自分たちはアパート管理の立場か
らリノベーションで古いアパートの再生を

（前田）互いの尊重が大事では。地域活動をしてい
る人の影響力が強すぎる側面もある。

行 っ て い る。 民 間 企 業 と し て 自 立 が 一 番 だ

（進藤）本当に互いにリスペクトしてやっていくべ

が、古い物件の情報について市と協力ができ

き。役所に歩み寄るということは自分たちが役

ないかと思っている。市が所有している物件

所化していく。この状況を変えていくべき。自

も多い。

分たちの思いを伝えていかねばならない。役所

（H&A 半田満）リノベーションは許認可が必要。担

が汲み取ることを期待してはならない。

当部署が分かれていて縦割りの壁がある。ワン
ストップサービスができないか。また、まちの

３）プラットフォームに関し、資金・人財等を持ち

大家は行政である。公園の利用方法など民間の

寄 っ て 公 益 活 動 を 行 う も の だ が 、久 留 米 に

知恵を入れるべき。

必要か？

（前田）人と人をつなげてまちを活性化するという

（若江）JPF のようなものは必要だと感じていた。

のがヒトクルのコンセプト。今は学生と社会

人、もの、金。重いだけの活動になりがち。市

人。その過程で市との協働事業を行った。学生

民活動に助けが出せる別の団体 ･ 組織がどのま

と言う立場でうまく立ち回りたい。

ちにも必要。
（進藤）行政に対抗できる組織があったらよい。

42

ボランティア学研究

Vol.17

シンポジウム①

報告「市民が主役のまちづくり」

（半田兄）自ら行動する人が増えると良い。DIY

キャンペーンについて述べたが、最近はじめた

をやっているが、できることはみんなで。そのため

佐賀の伝統工芸プロモーションでもわずか 20

に専門性を磨くことも必要。

日間で 500 万円も集まった。
（本田一光ワールドグローブ社長）中小企業は目の

３．コメント

前のお金をどうするかで汲々としている。零細

（林）インドは NGO が強い。NGO の方が、政府よ

企業からすれば行政の金についてはもっと使

りも人材、開発能力、介入の方法、コミュニケー

いようがあるだろうという気持ち。環境を整

ション能力全てにおいて能力が高い。「市民が

え、人と人をつなぐ、金以外でも色々ある。市

主役」というのは、「問題のマグニチュード」

民活動との関わり方を考えて行きたい。

から「役所の能力」を引いたもので対応能力が

（大木武彦久留米大学商経同窓会会長）進藤氏の思

決まってくる。役所を超えるような問題の発見

いに共感。市民が主役のまちづくりと言うと、

能力が必要。自分がいる神奈川県は、市民と役

行政のガードが固くなる。議員をもっと使うべ

所が近い。また、市民社会と大学も。JPF は大

きである。使い倒すぐらいに。

西さんという傑出したリーダーがいたからで

（大西）役所とやる時は、議会を交えると役所は嫌

きたこと。市民社会全体の能力と傑出したリー

がる。地方では首長とコミュニケーションを取

ダーが生れることが成功の鍵。

れるようにしていく。

（大西）PWJ の本部のある神石高原町は小さな町で、
PWJ が能力の面で圧倒しているので、例にな

（伊佐）議員は市民の代表ではなく、代弁者だとい
う言葉があるがどうか。

らないが、大きな市では、市役所だけにリソー

（大西）実際は業界の代弁者になっている。

スを頼っては駄目である。いかにリソースのバ

（進藤）二人の議員と話をしたが、なかなか理解し

ランスをつくるかが大事。多角化すること。更
にその多角化の中でバランスをとること。
（中村）JPF は NGO が生き残るため、企業を入れて

てもらえない。久留米の議員は行政と同じ。
（大西）オバマが大統領になったのはコミュニティ ･
オーガナイジング（CO）という手法を選挙戦

官・経・民の三角関係をつくったことによって、

に使ったから。久留米のまちづくりに取り入れ

外務省が民に対し高圧的に出られなくした。こ

ては如何に。やるんだったら応援する。最新式

れで質的に向上するかということを考えると、

の方法を使うべし。

大学を入れるべき。大学が入ることで、事業の

（林）インド・ハイデラバードでは、NGO が水供給

問題点その他を洗い出し、問題点の改善を考え

を行っている。その NGO のバックは、IT グルー

ることできる。そこでも大西氏の多角関係が必

プだったが、そのグループの代表が脱税で逮捕

要になってくる。

された。しかし、その代表はあまり非難されな

（内海）昔と今の大きな違いは、ソーシャル ･ メディ
アが発達し、市民活動が自ら発信できるという

かった。NGO/NPO も実績を積み重ねていけば
市民全体の支持を得られる。

こと。メディアでどう伝わるかが大事。メディ
アが声を出してくれないと金は集まらない。市
民が直接メディアを使えるようになった今日、
どう活用するかが重要。
（進藤）発信するには年齢の高い自分では無理なの
で発信能力のある若者が必要である。

４．まとめ
上記のように極めて活発な議論がなされたが、久
留米で「市民が主役のまちづくり」を行っていく上
で、鍵となる諸点をまとめると次の通りである。
１）市民が支える公益に関し、久留米において現状

（大西）仕組みの上でのプラットフォームを IT を

のプレーヤーは行政と市民だけであり、不満は

使ってのプラットフォームにすることが可能

あるが、その現実を認めた上で市民はまちづく

になった。3.11 後の緊急支援活動では半年間で

り活動を行っている。

36 億円を集めた。クラウド・ファンディング
はキーポイントを押さえれば成功する。ふるさ
と納税もその一つである。先に犬殺処分ゼロ・

２）これに対し、大西氏よりプレーヤーの多角化と
それを通じての対等化が示唆された。
３）また、共通認識として資金の調達が非常に重要
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であり、公益を担う第 3 勢力としての市民活
動が資金を得るための手段が、増えた。JPF の
ように参加者が資金を含むリソースを持ち寄
る形式に加え、コミュニティ・ファンド、ファ
ミリー ･ ファンド、ふるさと納税などがある。
また、ソシアル・メディアの活用による事業へ
の共感づくりと結果としての資金集めなども
ある。
４）プラットフォームを進化させていくために、大
学の役割は重要。茅ヶ崎で文教大学が役割を持
つように久留米大学もその役割を持つべき。
５）まちづくりの最新の手法として CO を導入する
ことを大西氏より提案。
最後に、このシンポジウムの企画は大会実行委員
長である宮原が行ったが、実際の運営は、伊佐淳久
留米大学教授に行ってもらった。同教授が、大西氏
の基調講演を受け、うまくパネリストの意見を引き
出すとともに、それにあわせ、学会参加者からの
様々なコメントが付加されたことで、久留米の市民
活動の将来へ向けての道筋が示されたと考えられ
る。伊佐淳教授と大西健丞氏を始めとするシンポジ
ウム参加者の皆さんに心から感謝申し上げる。
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シンポジウム② 報告
「市民が国際協力のギャップを埋める」
宮

原

信

孝（久留米大学）

シンポジウムは大会の午後 4 時から 5 時 45 分の 1 時間 45 分行われた。フィリピンと東ティモールの 2 つ
の例につき招待講演者から報告を聞き、それぞれにつき詳しい 2 名のコメンテーターからの適切かつ建設的
なコメントを得た。湯川洋久氏にはファシリテーターとしてばかりでなく、第 1 講演の通訳も行ってもらった。
この 2 つの講演から、国や大規模な支援機関が見逃す課題が見えてきたこと及び協力の前に国と国、人と人
との関係を強化する国際交流が重要であるという視点に着目できたことは成功であった。フィリピンについ
ては、家族や出身地域によるコミュニティが重要であること、東ティモールでは草の根の交流が相互理解を
深め支援をより良いものにしていくことについて認識を共有できた。なお、ファシリテーター、講演者、コ
メンテーターは次の方々であった。
ファシリテーター：湯川

洋久（四国学院大学准教授）

講演 1：Glenn Baticados (Associate Professor UPLB)
コメンテーター：葉山アツコ（久留米大学准教授）
講演 2：宮良多鶴子（日本・東ティモール友好協会副会長）
コメンテーター：小川寿美子（名桜大学教授）

冒頭、大会実行委員長の宮原より、シンポジウム

１万家族の地域のコミュニティについて紹介する。

2 の構成と進め方について説明した。また、次のよ

中小企業育成活動を８年間行い、フィリピンの各地

うに講演者を紹介した。第 1 講演者のグレン・バティ

をまわった。また、国連の国連食糧計画で働いた。

カドス UPLB 准教授は、久留米大学の UPLB 英語

今から説明するのは、十分支援がないところに希望

研修の受け入れを長年務めているが、専門は農業

をもたらす、というもの。これは自分の個人的な応

経済であり、アグリビジネスの中小企業育成も行っ

援として行っていること。今から紹介する地域は、

ている。今回は中小企業育成活動を行う中で見つけ

まだ自然とその美しさが残っており、マウントマ

たフィリピン内の空洞とも呼べる部分について報

ティーニ国立公園近くの、マニラから車で 2 時間く

告する。第 2 講演者は、声楽家でかつ東ティモール

らい離れたところにある。

友好協会副会長も務める宮良田鶴子氏。東ティモー

このコミュニティの広さは 107 ヘクタールあり、

ルで、一市民として、歌を通じて築き上げてきた友

非常に大きなサイトであるが、約１万家族が、住ん

好関係について報告する。

でいる。皆、マニラの中心街から、政府住宅局のプ

なお、シンポジウム 2 のコーデイネターである湯

ログラムで強制的に再定住してきた。非常に美しい

川准教授は、バティカドス准教授講演の逐語通訳も

ところだが、実際に起きている状況というのはこの

行った。

ように美しいものではなく、衛生上の問題等がいつ

以下は、シンポジウム 2 の録画から起こした記録
を抄録したものである。

でも起こりうる場所。
50％以上の再定住者は、2009 年に起きた台風・
ケツサナの犠牲者。もしもフィリピンに強大な被害

１．フィリピン

１）バティカドス准教授講演
こんにちは。本学会大会での講演は大変光栄。約

をもたらした 2 年前の台風ハイヤーンのときに再定
住がなされていなかったら、どうなっていたことか
と思われる。
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再定住サイトの各家庭の状況について。各家のサ

グラムでは、２日にいっぺん、100 人から 200 人に

イズは、20 ㎡以下。そこに１家族以上の人たちが

しか食料配給できていない。他の NGO も来て食料

住んでいる。1 家族には 3-4 人の子ども。狭さで快

配給を行っている。しかし、この地域には、2 万人

適に住むことさえできない。

以上の子どもがいて不十分。

最大の問題は、雇用。政府は、雇用については何

他に来たいという NGO のための、オフィスを設

の計画もなかった。50％の各家族の親、父親はまっ

け、家庭菜園も作った。アジア開発銀行が食料供

たく仕事を持っていないという状況。仕事を持って

給のため 1300 万ペソ、約 50 万 US ドルを供与した。

いる人たちでも、週日はマニラの中心部で仕事を

使用済みの紙やプラスチックなどを混ぜブロック

し、その間はサイトを離れている。父親が家を離れ

を作るプログラムのためエネルギー庁と NGO が協

ている間、母親及び子どもたちは、食べ物等基本

働。政府は 100 万ドルを供与。その他、電力不足

的ニーズが満たさぬままそのサイトで暮らすこと

解消、若者を薬物やアルコールの中毒から守るユー

になる。各家庭の収入の 70％が、食料・エネルギー

スプログラムを実施。

等の基本的な家庭ニーズに費やされる。平均的な各

この民間の取り組みの指導者は、パブロ・サルバ

家庭のひと月の収入は、66 ドルから 110 ドル。こ

ドル神父。同神父は、老若男女問わず地域の人々に

れは、基本的な家庭ニーズの最低限を満たすことが

欠けている希望を回復することを目標に指導。自分

できない金額。56％の家庭が 120 ドル以下、79％の

たち市民は同神父を尊敬。その指導の下に活動。こ

家庭の人たちが、月 170 ドル以下の収入。29％の人

のコミュニティをよりよく改革していくために、よ

たちがたったの 22 ドルで暮らさないといけないと

り統合されたプログラムが必要。基本的なソーシャ

いう状況。

ルサービスを提供するための民間の各種組織による

2 番目の問題は、電気が来てないこと。昨年段階

リソースサポートと専門性などが必要とされている。

で、たった 8.6％しか家に電力は届いていない。各
家庭は薪などを夜明かりをつけるために用いなけ
ればならない。

２）コメント
（葉山コメンテーター）

3 番目は、衛生的で安全な水へのアクセスが足り
ないこと。女性は朝から昼まできれいな水を得る、
ただそれだけのために列に並ぶということをしな
ければならない。

フィリピンでの調査を続けてきた。最初に、少し
今のお話の補足を述べる。
そもそも、再定住地に行った人たちは以前の居住
地ではいわゆる不法滞在者。彼らの多くは、フィリ

4 番目は、健康問題。衛生的な水と収入不足によ

ピン中部のビサヤ地方出身。日本の 1960 年代、地

る栄養不足で、特に子供たちに健康上の悪影響が及

方農山村から都市に仕事を求める人口移動があっ

んでいる。28％の子どもたち、約 2 万人の子どもた

たのと同様の移動がフィリピンでも起こっている。

ちが体重不足状況。

日本とフィリピンの大きな違いは、日本では農村出

最後の問題は、食料問題。週に 3 回、食料配給

身者はフォーマルセクターに入り、ちゃんとした賃

プログラムが子供たちになされているが、一部の

金労働者になったのに対し、フィリピンではほとん

子どもたちにしかなされていない。過去６か月間、

どがインフォーマルセクターに入ったこと。イン

6400 家族のうち 22％が２日にいっぺんないしそれ

フォーマルセクターの仕事で一番典型的のものは

以上の間、食べられない状況。家庭の困難によって、

ゴミ拾。ゴミの中から金になるものを集めて売る。

親によって子どもが放棄され、子供が鬱になって自

だからその日暮らしの人たちがほとんど。政府は

殺し、栄養不足によって子どもが死ぬなどの問題が

歴代、何年も前からこの再定住化に取り組んだ。し

起こり、更には、10、11 歳くらいの子どもが食べ

かし、マニラは確かに不法滞在地で住環境は極めて

物を得るために売春するということが起きている。

悪いが、日雇いの仕事はすぐに見つかるし、ゴミを

これに対し、私たちは、NGO 活動でこれらの人々

拾ったらそれをすぐに換金することができる。その

に希望を与え、回復させようとしている。ストップ

日暮らしで物売りもできる。一方で、再定住地は仕

ナウハンガーフィリピンズという NGO が、食料配

事がない。仕事がないから、結局また戻ってきてし

給プログラムを行っている。残念ながら、このプロ

まう、のいたちごっこがずっと続いている。
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なぜこれらの人たちはインフォーマルセクター

を通じて家族を能力強化しようとしている。家族に

にしか入れないのかというと、教育がないから。ほ

よって事業が所有され、営まれるということを求め

とんどの人たちが小学校を終えていない。フィリ

ている。フィリピン南部のミンダナオ島では、この

ピンでは、フォーマルセクターに入れる人たちは、

方法でうまくいっている。この事業では、政府から

少なくとも高校を卒業してないといけないし、大

の支援以上に NGO からの支援が中心になっている。

体は大学を終えていなければ、職につくことはでき

私自身も、家族から出発するという意見に賛成であ

ない。多くの場合、移住者は、親の世代が移ってき

り、ひと家族ひと家族を支援し、成功を増やしてい

て、子どもは、学校に行っても多くの場合はドロッ

くということを考えている。

プアウトして小学校を終えられない。貧困が再生

（葉山）

産されている。この結果、インフォーマルセクター

村の人たちが街まで行って薬を買えないので、村

とフォーマルセクターの大きな分断があって、多く

の中に薬局を作るという薬局プロジェクトをやった

の場合そこを超えることができない。自分が調査

ことがある。製薬会社などから大量に安く仕入れて、

を始めた 20 年前から状況はほとんど変わってない。

それを村の人たちに安く売るというプロジェクト

一方で、都市における貧困の差、貧富の差というの

だった。しかし、
同じようなことを色々な団体がやっ

がますます拡大している状況がある。

ていて、国際機関などもやっている。そしてあまり

数多くのコミュニティ事業の失敗を見てきた。行

うまく行ってない。そこで、うまくいっている薬局

政の力がないので、NGO とかその外部支援がどう

プロジェクトの実施者に「あなたのところはどうし

しても必要だが、お金が続く間はうまくいっても、

てうまくいっているのか」と聞いたところ、返事は

お金が消えた時点で、事業を含む色々なものがその

「他のプロジェクトは、村長に村の薬局をやらせる。

まま消えてなくなってしまうという例が多い。自立

これは絶対にうまくいかない。村の中で信頼のある

のためにコミュニティの組織化をやっているが、多

人がいて、その人に頼めばうまく行く。そういう人

くの場合間違ったコミュニティの組織を行っている。

のことを村の人はみな知っている。
」との返事。そ

フィリピンの場合、集落、村などの行政単位では、

れでそのプロジェクトのやり方を少し変えて村人に

ものごとはまったく動かない。必ず動くのは小さ

聞いて信頼できる人に頼んだところ、うまく行った。

な親族の単位。例えばグラミンバンクは 5 人とか 6

誰に実際やってもらうのかっていうのが、大変重要

人とか小さな組織への融資だが、これだと動く。基

だと、バティカドス先生の話を聞いて思った。

本的には親族を中心とした仲良しグループの単位

（バティカドス）

で動く。間違った支援の仕方は、行政に資源を落と

財政的なサポートを行うということは、フィリピ

すやり方。これは大体失敗する。どういう風な介入

ンにおいて政治的に非常に微妙な問題。政治的な

の仕方をしたら効果がでるのか、外部から持ち込ま

リーダーというものは本物の地域でのリーダーで

れた資源をどう有効に使えるかなどを、対象地域を

はない。例を挙げる。CARD という NGO がフィリ

みて行うべきである。今日の報告の中では、その点

ピンにある。そのトップは、地域では非常に影響を

が分かりづらかったので、介入の仕方という点を説

及ぼすことができる。そこで、私たちはその CARD

明してもらいたい。

のリーダーを支援している。その結果、私たちの対

（バティカドス）

象地域で薬局は 100 以上設立することができた。薬

やり方としては、貧しい人にお金を与えるという

局は、形の上では NGO で運営されているわけだが、

ことはしない。お金を与えれば、怠惰を招く。現在

実際にはコミュニティのメンバーが運営している。

私たちは、コミュニティを中心とした小規模事業を

ここでは、グラミン銀行モデルを使っている。

行っている。継続性のあるプログラムにすることを
目指している。政府の事業はうまくいっていない。
私たちのプログラムでは、サルバドル神父と一緒
に家族を見つけてプログラムを進めている。また、

２．東ティモール
１）宮良氏講演

講演者宮良多鶴子氏は、民族衣装を着用し、自分

金銭面についての方法を理解するということを通

が沖縄県出身のソプラノ歌手である旨自己紹介し

じて、また、グループによる責任を取るという方法

た後、次のように述べた。
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あ）東ティモールの現状と日本との関係
東ティモールは、沖縄から南にちょうど 5000km、

るほどまでになってきている。東ティモールでは
喫煙は自分たちの文化だといわれてきたが、首相

南緯 9 度に位置し、インドネシア諸島の並びの一番

は健康を謳い、禁煙作戦が実施され、これに対し、

東端のティモール島の東半分を占める国である。人

日本の NGO が、大変大きな貢献をしている。ティ

口は、14 年の段階で 121 万人。08 年には 107 万人

モールプラザという大ショッピングセンターには、

だったので、急増している。人口の 40％が 15 歳以下。

wifi が整備され、土日になると東ティモールの若者

30 歳以下となると人口の 70％を占める。若者に国

が、みんな笑顔で、このティモールプラザに集まっ

をつくる責任が大きくのしかかっている。16 世紀

てくる。建設者の大富豪トニー氏の「24 年間嘆き

から、約 500 年ポルトガルの支配下にあり、第二次

悲しみ、落ち込んでいく東ティモールの人々にプラ

世界大戦中は 3 年間日本が占領し、ポルトガル支配

ザに入って笑顔になってほしい」という願いが、実

を脱した後 24 年間のインドネシアとの独立をめぐ

現された。

る戦争を乗り越えて 02 年に独立した、21 世紀初の
独立国家。宗教は、99.7 パーセントがカトリック。

い）宮良氏の活動の始まり

独立時、国連平和維持軍が投入された。日本から

しかし、2008 年、自分が初めて東ティモールの

は陸上自衛隊が 2 年間、2400 名、4 次に分かれてこ

国家行事で歌った時は、このような情景はまったく

の平和維持活動（PKO）に参加した。自衛隊の活

見られなかった。24 年間のインドネシアとの戦闘

動は、汗まみれになって現地の人ともに作業をし、

によって、作物ができない、人の住む家は一軒もな

作業後は現地の人々と一緒に食事をするというよ

い、といえるほどの徹底的な破壊があった。民族根

うな、心こもったものであり、東ティモールの人々

絶やし作戦とも言われている。復興は、各国の協力

の日本に対する信頼を獲得する原動力となった。自

によるもの。日本も、様々な NGO、JICA が、心を

衛隊活動を通して、支援する側・される側ではなく、

込めた活動を行ってきた。そしてようやく立ち直っ

対等の立場にたった関係が構築され、日本は、無慈

てきた。

悲な占領者から対等なアジアの友達として見られ
る国となった。

その国家行事では、暴動予告や銃撃予告がなさ
れ、見たことのないほどの小銃、バズーカを持った

自分は、2008 年、ムスマン首相の招待を受けて、

兵士が、会場その他を守るという状況だった。しか

国家行事で歌う初めての声楽家として東ティモー

し、沖縄から、或いは日本から、愛を持って、平和

ルを訪問したが、政府の方のみならず、道路工事の

を歌で伝えることができるのは、自分しかいないと

作業員や街で出会った人々が口をそろえて「陸上自

思い、ひるむことなく歌った。結果、3 万人の東ティ

衛隊の活動は、最高だった」と言った。自分の考え

モールの国民が、私の歌を聴いてくれた。暴動予告

では、陸上自衛隊には任務を超えた愛があり、現地

があったにも関わらず、私の歌う歌で、踊りながら

の人たちに大きく貢献し、受け入れてもらうことが

聴いてくれた。

できた。現在もこの PKO に参加した陸上自衛隊の
みなさんは、東ティモールの子どもたちに対して愛
を持って、どうしているんだろうとずっと心配しな
がら支援を続けている。
東ティモールは東西に 3000 メートル級の山々が

う）地方の状況と孤児院・児童交流
この変化は、首都に限ったもの。地方はほとんど
変わっていない。戦後の沖縄と同じ。本当に音楽が
必要なのは地方の、目の前で親を殺された子どもた

走る国。主食はお米。日本と同じように耕地面積が

ちと戦火に親族、子どもを失った人たち。そこで、

少ない。今は美しい段々畑が地方に見られる。また、

大使館に地方で歌わせてほしいとお願いをし、国連

道路が整備され、首都のディリは、非常に住みやす

ナンバーの車に乗って、東ティモールの地方で歌っ

くなった。2008 年、車は国連のものだけだったが、

てきた。その中で出会った孤児院の子どもたちが、

今は日本車があふれ、交通渋滞も起こっている。物

私を東ティモールに今でも通い続けさせている。

もたくさん溢れている。

東ティモールの地方各地に一人で行って思うの

今では、物価も安定し、国民生活は少しずつ改

は、国の平和は、安全な水と教育だということ。ま

善し、市民が下水整備における環境問題を心配す

ず、安全な水。そして、教育。水汲みの為に子ども
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たちが労働力として駆り出される。すると、学ぶこ
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すため、医者になると言って、進学校に進んだ。

とができない。学ばないと、貧困が繰り返される。
衛生面も、教育ができてないから、幼児が亡くなっ
ていく。
自分は、とにかく通って、片言の英語で話をした。

え）名桜大学学生のスタディツアー
2014 年から続けている名桜大学のスタディツ
アーに参加した学生は、東ティモール国立大学に留

国の役人でも、NGO の者でもないので、東ティモー

学したり、JICA を受験したり、海外の大学に留学

ルの人たちは全然警戒せず、日本に対する苦情をぶ

したりするようになった。それぞれが、東ティモー

ちまける。ありがたいこと。そこで、聞いたのが、
「日

ルに降り立って、いろんなものを感じて、帰ってい

本の NGO は、こうやって私たちを見捨てて帰ってし

く。小学生は、外見から見ても劇的な変化が起こる。

まったんだ。私たちのコミュニティを育てると言っ

でも、大学生は心の中に大きな、人生を変えるよう

たのに、いつの間にかいなくなった。どうしてくれ

な大きな変化をもって帰国する。

る。
」という声。また、自分たちの文化を表現するた
めの楽器を買う資金を支援して欲しいという要望。
前者については、途上国に向かう日本人に対し

2015 年に行った名桜大学学生とは、渡航する前
にたくさん話し合いを持った。夜中 11 時から朝 5
時まで、何度も集まった。その中で、自分たちが何

て、
「覚悟して向き合ってください」と述べ、
「たっ

をやりたいか。何ができるのか。何を学びたいのか。

た 2 年で、本当に人材育成ができるのか。システム

それをどんどんだしてもらった。それを受け止め

の構築ができるか。無理だし、難しい。人材育成の

て、自分はコーディネートをした。現地でも毎日

ために長い時間がかかる。」ということを指摘する。

ミーティングをして、自分たちがよりよい交流がで

自分は、東ティモール・沖縄間の児童交流を行い、

きるように工夫し、学んでくれた。

これによって子どもたちの人材育成をやっている。

孤児院に行った。この孤児院にいる子は紛争中、

沖縄に来る子どもたちは、日本では規則に従って暮

目の前で親を殺された子たち。にもかかわらず、満

らしていくことで、安全に清潔に平和に暮らしてい

面の笑みで名桜大学学生を迎える。ある女子学生

くことができることを知る。子どもたちは目の前で

は、「なんでこんなに苦しいのに、こんなに笑顔な

見て、学んで、自分たちの地域で広げると言って帰

の？」と言い、ぽろぽろ泣きながら手をつないで、

る。
わずか 10 歳 11 歳の子どもたちが、
自分が国を作っ

交流していた。まだこの学生には、目の前にある事

ていくと言う。＜この子どもたちの映像を上映＞

実しか見えないが、何度も何度も通っていくうち

後者については、観光資源は豊富なのだから、そ

に、その目の前にある事実の裏にある真実が分か

れを活用して自分たちで稼ぐべきことを、説いた。

る。その真実が見えた時にはじめてこの学生が何を

お金の作り方を教える。これも１つの支援の仕方だ。

するべきか、何をしたいのか、見えてくる。だから、

東ティモールは、非常に貧しい。今でも地方の子

自分は、「今は、この満面の笑顔の子どもたちと一

どもたち、１日１食。2 年前、就学率は 60％だった

緒に遊んでやって。私たちと一緒に遊んでくれるお

が、現在、93％。学校給食が出るようになったから。

兄さん、お姉さんといられて、うれしくてしかた

白米の上に、ゆで卵 1 個。この 1 食で子どもたちが

ないのだから。」このように、交流していくことで、

命をつないでいる。そのような中、日本ができるこ

それぞれが何かを思って、帰ってくれる。帰国して

とは、バランスのよい人材育成。アジアの国々で

から、私たちは国際貢献なにをできるだろうと考え

見た場合、日本はそれができる唯一の国だと思う。

る。JICA を受験する学生も、海外に留学する学生

国は人が作っていく。この人を育てていかないと、

もいた。その後にまたどうやって国際貢献をして

国は発展していかないし未来はない。

いったらいいだろうか。これを、教師になったとき

東ティモールの子どもたちとの交流を通して、沖

に、どうやって伝えていこうか。これを考えてくれ

縄の子どもたちもどんどん変わっている。自分たち

る。こういう形で、私は人を育てることはできる。

が、いかに幸せだったかや、学ばせてもらってい
ることがいかに楽なことかが、よくわかって、日々

お）途上国支援に対する覚悟と連携

それを生かしている。東ティモールで交流した沖縄

上記を行っていくには大変な忍耐が必要。交流す

の子の一人が、東ティモールに行って貧しい人を治

るにはものすごいお金が必要。私は歌って募金を集
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信孝

めるが、全然足りない。国際交流に助成してくださ

というようなところがある。

る団体に 100 ページ以上の報告書を提出する。1 日

過去 2 年、名桜大学の学生が東ティモールの宮

10 時間パソコンに向かう日々が続く。声楽家の自

良さんの活動現場を見学させていただいている。

分が、なんでパソコンに向かっているのだろうと、

元々、今帰仁村とそれから東ティモールの小学校

と涙流しながら。それでも子どもたちを変えたい。

との交流があったが、宮良さんは行くけれども今帰

子どもたちを育てたい。だから頑張って、助成金を

仁村の方々は東ティモールの方へなかなか行って

得る。借りられる分、借金もする。なぜか。継続が

くれないという現状があった。教育委員会の先生た

大事だから。途上国を支援する、やめる、いくらで

ちは忙しく、小学生たちを、連れて行って何かあっ

もできる。しかしそれでは日本に対する信頼を失

たらどうなるかと宮良さんご自身が悩んでいたの

う。そうではなく、途上国に行って支援するのだっ

を小耳にはさんで、大学生に行ってもらおう、大学

たら以上のような覚悟をもって行うべき。

生の方も非常にいい恩恵に預かったということで 2

国は、ダムを作り、橋をかけられる。民間人は、

回続いている。

小回りがきくから、標高 1700m の 160 人の小学校

今回のテーマは、「市民が国際協力のギャップを

を建てるなど、国ができないことをやる。隙間をど

埋める」だが、宮良さんの話の中では国際協力と言

んどん埋めていく。他の NGO とも連携をとってい

いつつ人と人の交流が主。もし国際協力か国際交流

く。情報共有することで連携していく。連携には、

かと言えば、国際交流。

関係者に共有されたストーリーとシナリオと連携

途上国とか、援助とかいうことに無関心である若

するグループ・個人の共通目的があり、更にこれを

者に、このままじゃいけないんだ、なんか自分もア

指揮調整する大使館なり外務省なりが必要。東ティ

クションを起こさなきゃなっていう、無関心層に対

モールでは大使館の参事官に学生スタディツアー

して、非常に啓発的な、刺激的なこの機会を与える

を持ち込み、様々なグループを紹介してもらいより

素晴らしい国際交流ではないかと思う。私自身も、

よいものにしてもらった。その一つジェネシスとい

実は 19 才のときに、アメリカとかヨーロッパ志向

う途上国の若者を日本に送るプログラムで東ティ

だったが、たまたまピースボートというのに乗っ

モールの子どもたちを沖縄に送ることができたし、

たのが縁で、今でも途上国支援とか、国際保健など

沖縄県のプログラムで東ティモールに行った学生

にずっと関わるというようになったということが

たちを日本に来た東ティモールの子どもたちが通

ある。今回名桜大学の学生は、13 名中 9 名がパス

う小学校に送ることができた。

ポートを初めて取る、初めての外国が、東ティモー

＜その後宮良氏は、2 曲（1 曲は You raise me up）

ルだった。初めて行った東ティモールで、彼らが受

を歌い、その間、「2002 年の PKO からの様子（暴

けた影響というのはすごく強かった。このままでい

動が起きた時、陸上自衛隊が法の目をかいくぐって

いのか、何かアクション起こさなきゃ、ということ

行った邦人保護、外国人保護の様子）」及び「2015

で、逆に、今まで途上国にまったく関心がなかった

年の東ティモールの子どもたちの沖縄交流プログ

人の方が、帰ってきてから動くようになった。何か

ラム」のビデオを上映した＞

しなきゃいけない、何か気づかされた、いろいろな
意味で刺激を受けた。それは私が 19 歳のときに受

２）コメント

けたものと同じだと思う。これは、人材育成であり、

（小川コメンテーター）

国際交流だと思う。

私は、宮良さんの説明にもあった、名桜大学の交

NGO がもしくは市民が行う活動というのは、行

流の中の一員として、過去 2 年間関わった。宮良さ

政が行うことよりもフレキシビリティもしくは規

んとは、2011 年に知り合い、非常に説得力のある

則にとらわれないという話は、私も重々理解し、そ

情熱あふれる、歌だけでなく語り、これをやはり大

こがすごく醍醐味だと思う。

学生にもぜひとも聞かせたいということで、9 回も

しかし、この活動は宮良さん一人で切り盛りし

大学に来てもらっている。大体年に 2 回の講義「沖

ている。100 ページもの申請書を書かなきゃいけな

縄学」の一環として。毎回感動を与えてもらう授業

い。NGO や民間団体だったらそういうことをして

で、終わった後に学生の長い列が彼女の前にできる

くれる人がいる。それを、彼女の信念、熱い思い、
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シンポジウム②

報告「市民が国際協力のギャップを埋める」

エネルギーで今までずっと突破してきている。関
わってきた学生、過去 2 回、最初は 11 名、次に 13
名が東ティモールに行き、学生たちは、この国際交
流をきっかけに、今度はアフリカに行ってみよう、
ラオスに行ってみよう、みんな目移りしながらも、
他のところへいい意味で飛び立っていく。そういっ
た意味では、人を育てながらも、彼女を支える人は
いない。
彼女のその思いやエネルギーというのを引き継
いでくれる同世代、もしくはそれよりも少しお年を
召した方に、是非とも、今回このシンポジウム２を
お聞きになった方々に宮良さんを支えていただき
たいとお願いする。国際交流を通じた国際協力とい
うことの意義への共感、彼女の熱き想いとエネル
ギーをこのまま完全燃焼させてしまわないため、心
の交流、歌での交流、国家の協力、国際協力をつな
ぐ交流を行うためである。

３．まとめ
（湯川コメンテーター）
２つのプレゼンテーションの方向性がかなり違
うので、まとめるのがけっこう難しいが、共通項を
しいて言うとすれば、草の根ないし個人レベルが、
本当に物事の効果を具体的に表すことができる、結
果が出せる、という風にまとめることができるので
はないかと思う。
フィリピンのケースについては、バティカドス
氏が大学の同僚たちと個人的に自分たちのポケッ
トマネーでサイトを訪問して、そこでコミュニティ
オーガニゼーションをやっているとのこと。同氏等
が、ポケットマネーから始めたことが、コミュニ
ティの中に浸透していき、ニーズをはっきり調査
把握することができるが故の成功が導かれている、
と言える。また、宮良氏の方は、歌手で行かれて、
ひとりひとりとの心の交流がなされていると。そ
れが、継続的なサポートにつながっており、東ティ
モールの人々が日本に対して好印象を持つという
ことを導いている。無理やりな感じで申し訳ない
が、このようにまとめられる。
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【追悼】
中田武仁先生追悼講義

中田武仁先生追悼講義
中田武仁先生がご逝去された報は、私たちボランティア学研究やボランティア活動を実践する者にとって、
信じられない気持ちで受け止められた。とくに大阪大学の関係者にとっては、全学共通教育の授業科目の一
つである「ボランティア論」の一限を担当していただき、毎年、お会いできることを楽しみにしていたから
である。しかし、もう二度とかなわないことになり、本当に残念なことである。
2016 年 10 月 12 日、中田先生ご自身に授業をしていただいく予定の時間でもあったが、大阪大学豊中キャ
ンパス豊中総合学館において追悼講義を実施した。このボランティア論の授業は、内海成治氏（現京都女子
大学教授・大阪大学名誉教授）および中村安秀氏（大阪大学教授）が開講および実施にあたり中心的な役割
を果たしてきた。この二人が「中田先生の思い出」と「中田先生をしのんで」と題した講義をそれぞれ行い、
最後に全員で黙とうを捧げた。
この学部 1 年生を主対象とする授業は、大阪大学人間科学部にボランティア人間科学講座が設置された
1996 年以降、ボランティアにかかる授業の草分け的存在として行われてきた。毎年、200 人を超える受講生
があり、多くの学生の関心を集めてきた。授業は、ボランティア学研究に携わる大学教員に加え、NGO など
においてボランティア活動を実践する方々も参加し、オムニバス形式で行われている。数多くの講師の方々
が授業を担当される中でも、毎年、中田先生の講義に対する学生の反応はまったく違っていた。
ここに、中田先生の略歴および受講生のコメント、ならびに親交の深かった高村洋一氏および本授業の主
要担当教員であった上記の 2 名による追悼文を収録し、ご冥福をお祈りしたい。

１．中田武仁（たけひと）先生略歴

し、大勢のボランティアの活動現場を訪れた。厳し
い環境のなかで困難な課題に立ち向かい献身的に

国連ボランティア終身名誉大使

活動している世界中の国連ボランティアや国際ボ

1937 年大阪市出身。

ランティアを激励し支援してきた。

1961 年大阪市立大学経済学部卒業。

2001 年が「ボランティア国際年」に制定された

国連ボランティアとして UNTAC（国連カンボジ

きっかけは、中田武仁さんの提案だった。1996 年

ア暫定統治機構）の任務遂行中、1993 年 4 月 8 日

の国連ボランティア計画（UNV）の会議での発案

カンボジアにおいて殉職した故中田厚仁（あつひと）

が外務省を巻き込み、国連開発計画（UNDP）の賛

氏の父。愛息の殉職後、遺志を活かすべく直ちに 32

同を得て、1997 年の国連総会で 122 か国の共同提

年間にわたる貿易商社マン生活に終止符を打ち、自

案国を得て採択されたという。破格の行動力で、日

らも国際平和のためのボランティアとして活動を開

本政府や国際社会を巻き込み、国際的なボランティ

始した。
「中田厚仁記念 国連ボランティア活動支援

ア活動の啓発と支援に取り組んだ。

事務所」を開設し、国際平和の実現に向けて献身的

2008 年 4 月 8 日、厚仁氏の命日に国連ボランティ

に尽力した故中田厚仁氏を偲び、開発途上にある地

ア名誉大使を勇退し、国連ボランティア終身名誉大

域の国際ボランティア活動を支援・奨励するための

使に就任した。ボランティアの次世代育成に力を

「公益信託 中田厚仁記念基金」の委託者となった。
1993 年 6 月 1 日、国連から世界で初めての「国

注ぐとともに、全国各地で精力的に講演活動を行っ
てきた。2016 年 5 月、ご逝去（享年 78 歳）。

連ボランティア名誉大使」に任命された。その後、
国際会議、シンポジウムなどへの出席、ボランティ
アに対する理解と支援を求めて講演活動を精力的
に行う一方、日本国内はもちろん世界各地を歴訪

（受賞歴）
2000 年：大阪地方裁判所所長賞受賞、第 7 回読売
国際協力賞受賞
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2001 年－ 03 年：カンボジア王国シアヌーク国王か
らから最高勲章を連続受賞
2008 年：旭日小綬章受章

かったのですが、それができなくて残念に思いま
す。しかし、阪神淡路大震災後のボランティアの
高まりを契機に始まった「ボランティア論」を「現
代社会を読み解く」の授業を通じて学ぶことができ

（著書）

て嬉しく思います。息子の中田厚仁さんの死を契機

『息子への手紙』（朝日新聞社）1995 年

に商社マン生活を辞め、国連ボランティアを始め

『私は国連ボランティア～息子 厚仁の遺志を継い

た中田武仁さんの、「身の周りに起こっている出来

で』（中央公論新社）2001 年

事を他人事ではなく自分自身のこととして捉える」
という言葉は重要であると思いました。内海先生の

２．受講生のコメント

2016 年度の受講生数は 212 名（男女はほぼ同数）

話の中で、
「そういう若者がいることを誇るべきだ」
という話を聞いたとき、思わず鳥肌が立ちました。

で、所属学部別の人数は、文学部 12 名、人間科学

自分でできることがあるか考え、立ち上がることが

部 5 名、外国語学部 83 名、法学部 39 名、経済学部

大切であり、国はそういう人材を大事にするべきだ

28 名、理学部 5 名、医学部 17 名、歯学部 7 名、薬

ということを知りました。私に何ができるかを考

学部 9 名、工学部 4 名、基礎工学部 3 名である。以

え、実践できるよう頑張っていきたいと思います。

下では、その中から 40 名のコメントを抽出し、原
文のまま掲載する。

（文学部・人文学科）
それまでの人生を捨てて全く未知の世界に足を
踏み入れ、「国連ボランティア名誉大使」に任命さ

自分の身近な人が誰かに殺されたとき、犯人探し

れるまでには、並々ならぬ苦労と献身があったの

をしてしまうのが普通であると思うが、「新たな憎

だと思います。息子さんを亡くされ、その命を奪っ

しみを生みたくない」という思いで犯人探しをせ

た犯人を恨まないというのは大変難しいことだと

ず、息子さんの後を受け継いでボランティア活動

思いますが、犯人探しをすることもなく、むしろ

をされた中田武仁さんの姿にとても感銘を受けま

カンボジアの支援を精力的に行われた中田武仁先

した。私であれば、事件の起こった現場に行くこと

生の姿勢に感銘を受けました。責任の所在を求めた

さえもためらうと思い、ましてその地でボランティ

り、誰かを非難したりするのではなく、このような

ア活動をすることはできないと思いました。お父様

ことが起こらないようにと「次」につながる活動を

の息子さんに対する気持ちがとても大きいことを

することは大変重要なことだと思います。日本人

感じました。憎しみを乗り越えて未来を見つめて前

のボランティアが海外で殺害されたことについて、

に進むということは、ボランティア活動においてだ

日本政府が自己責任で切り捨ててしまうのに対し、

けでなく、今日の情勢不安が続く世界の情況を打破

アメリカの国務長官がそういった人がいることを

するキーワードとなりうるのではないかと思いま

誇るべきと言ったという内海先生のお話には、はっ

した。世界の平和を実現するには、国同士の外交が

とさせられました。私も IS によって犠牲になった

最も重要だと考えていましたが、「市民の交流があ

方々に対して自己責任だという気持ちを抱いてい

れば戦争は起きない」という言葉を聞き、私にも何

たことを思い出します。考え方一つでこれから先の

かできることがあるのではないかと気づきました。

ことが大きく変わると思います。未来につなげるた

（文学部・人文学科）

めに今、自分が何をできるのかを考え実行すること

中田武仁さんの話を簡単に紹介してもらった時、
中田さんが大阪大学に講義をしにいらっしゃる時

が、自分に関わりのないことだと放っておくよりも
大切なことだと思いました。（文学部・人文学科）

に「厚仁に会いに行く」というお気持ちで講義をし

自分とほぼ同世代である中田厚仁さんの話を聞

てくださったという話が印象深かったです。世界

き、身を挺してボランティアに従事し、日本におけ

初の国連ボランティア名誉大使にも任命され、色々

るボランティアの道を開いた彼のことを偉大に感じ

な経験をされた中田武仁さんの講義を聞いてみた

るとともに、自分自身も身を引き締めていかなけれ
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ばならないと思いました。また、今回の講義で最も

私の目指している国連ボランティアに連なる方

印象に残ったことは、海外で危険な仕事に従事する

が阪大の関係者であり、今受講している講義を作っ

日本人たちに対する社会の眼差しについての話で

てきたという事実にとても驚いた。また、今阪大で

す。現代日本ではそのような人たちに対して厳しく、

この講義を受けられていることに対する感謝の念

何かあっても自己責任であるという考えが広がって

が沸き起こった。今までいくつかのボランティア

いるが、そのような考えを改め、彼らに対して最大

を行ってきたが、自分がボランティアをする意味、

限のサポートをするべきだという話は本当に印象的

自分のしているボランティアの存在意義など色々

で心に残りました。
（人間科学部・人間科学科）

なことを悩み、ボランティアに対する熱意に疑問を

中田厚仁さんのことは以前から耳にしていまし

持っていた。しかしこの講義を受け、もう一度ボラ

た。そして厚人さんの父、武仁さんが息子の死を機

ンティアに正面から向き合い、再考してみようと

に国際ボランティアを始めたことも聞いたことが

思った。日本の中でボランティアをする人に対する

ありました。今回その中田武仁さんについての話を

態度が冷たいのは、やはりボランティアの必要性を

聞くことができて本当に良かったです。話の中で最

感じていない、他人事としか捉えられない、興味が

も中田武仁さんを尊敬した点は、息子さんがボラン

ない人が多いからではないだろうか。または、自分

ティアの最中、カンボジアで殺されてしまったにも

が生きることだけに必死で人を思いやる心を忘れ

かかわらず、決してカンボジアの人々や国を憎むの

てしまったからかもしれない。そんな社会に埋没す

ではなく、逆にボランティア活動に精を出し始めた

ることだけは絶対に避けたい。メディアを通した情

点です。この考え方にとても心を動かされました。

報を鵜呑みにせず、何が起こっているのかを自分の

後半の講義で言われたことですが、
「何かをしたい」

目で見ようとする姿勢を忘れずに学生生活を送り

という思いでボランティアをしようとする人々に

たい。見たくないものを見られる人でありたい。
（外

対して周りの目が厳しいという意見にとても共感

国語学部・トルコ語専攻）

しました。日本ではボランティアで人が亡くなると

愛する息子をボランティア活動中に失ったこと

その組織の責任にしたり自己責任と言われたりし

をきっかけに、自らもボランティア活動に身を投じ

ます。私もこの夏、フィリピンのミンダナオ島へボ

た中田武仁さん、過酷な環境に身を置き亡くなる

ランティアへ行こうとしましたが、危険だというこ

までボランティア活動を続けられた中田厚仁さん。

とで行くのを止められました。「何かあったらあな

このように偉大な二人の日本人の存在を学べたこ

たの責任になって社会から責められることになる

とをとても嬉しく思った。そして、武仁さんの講義

んやで」と周りに言われました。このままだとせっ

を受講したかったなとも思った。ボランティアの

かくボランティアをしたいと思っている若者も思

何が人を惹きつけるのか。誰かが笑顔になること、

いきってすることができないと思います。（外国語
学部・ビルマ語専攻）
困難な人々を助けたいという思いを行動に移した

「良いこと」をしているという自己満足、自らの人
生に意味を与えるため、それとも自らの「履歴書」
を着飾るため？ボランティアに参加したことのな

中田厚仁さんの献身と、息子の遺志を実現するため

い私は、今までそのようなことを考えていた。ただ、

に 20 年間以上国際ボランティア活動に身を投じた

この講義で違った面が見えてきた。結局、人という

中田武仁さんの愛に、私は深い感動を受けました。

ものは自らの周囲の出来事しか分からない。最近は

特に、
大阪大学での講義が中田武仁さんにとって「厚

マスコミなどによって世界のことを分かったよう

仁に会いに行く」という意味があったことに、切な

な気になるが、それは所謂、錯覚である。ボランティ

く感じました。殉職した息子を持った中田武仁さん

アの魅力、それは自らの見識を広げることかもしれ

の人生は父親として不運かもしれませんが、その遺

ない。（外国語学部・ヒンディー語専攻）

志を活かすために努力することで、悲しさは美徳に

お亡くなりになった中田さんのことは今日の授

変わったと思います。遅ればせながら心よりご冥福

業まで知らなかったのですが、息子さんの遺志を受

をお祈り申し上げます。
（外国語学部・日本語専攻）

け継いでボランティア活動を行うなんて素晴らし
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い方だと思いました。一度中田さんの授業を受けて

たいと思いボランティアをしていた中田さんはすご

みたかったです。私が幼少期の頃に「ボランティア

いと思うし、私は当時の中田さんとあまり年齢が変

国際年」という年があり、そんなにも前からボラン

わらないけれど、そんな勇気はまだないなと思った。

ティアに対する社会の認識は強いものであったの

ニュースなどで海外でボランティア活動をしている

かと驚きました。中田厚仁さんも武仁さんも、強い

人の映像を見て、なぜわざわざ危険なところに行く

思いによってボランティア活動を行っていてかっ

のだろうと思っていたが、今回の講義を通して自ら

こいいと思いました。また、国際ボランティアは時

誰かのために行動する大切さや、現地に行かなけれ

に命を落とすほど危険なことも起こりうるのかと、

ば分からないことがあるということが分かった。私

重大さのようなものも感じました。世界ではそのよ

も自分の目で見て、物事を理解・判断し、行動して

うな危険なことが起こっているのに対し、日本は落

いきたいと思う。
（外国語学部・外国語学科）

とし物が見つかったり席を譲ってもらえたりと、心

生涯をボランティアに捧げた中田厚仁先生の人生

優しい行為が見られる珍しい国だと思います。だか

にも感動したし、そのお父さんである武仁先生のボ

らこそこれからは世界中の人が暮らしやすい世の

ランティアに対する姿勢も感動した。武仁先生の言

中をもっとつくっていくことが必要で、そのための

葉の中にある「ボランティアを通じて学んだ知恵は

政策や取り組みが行われていかなければならない

尊い人類の英知として、世界中の人たちが全て共有

と感じました。（外国語学部・ビルマ語専攻）

すべき財産だ」というところにすごく感銘を受けま

中田武仁先生の活動の講義を聞いて、息子さんが

した。現代の私たちにしかできないこととは、今ま

カンボジアで殺されたことをきっかけに国際ボラ

での人間の歴史を学び、社会に活かす知恵を得、発

ンティアの活動を始められたということがとても

達した技術を用いて自らの能力を活かしていくこと

印象に残った。内戦や戦争が行われている危険な地

だと思いました。
（外国語学部・フランス語専攻）

域に行くことは、常に生と死が隣り合わせであると

ボランティア国際年というのがあることを初め

思うので、何か強い意思がないと続かないのでは

て知った。「ボランティア」と聞くと、そんなに大

ないかと思っていたので、とても納得した。また、

きくない規模でやっているイメージがあったが、国

中田武仁先生は息子さんをカンボジアで亡くされ

連ボランティア計画というのがあって、毎年 7 千

たのに、カンボジアで支援活動をされていて、それ

名ものボランティアが派遣されているということ

はカンボジアという国や人々に憎しみを抱くので

に驚いた。中田武仁さんは息子の死をきっかけに仕

はなく、その土地を愛して支援することで憎しみの

事も辞め、国際平和のためにボランティア活動に取

連鎖を断ち、息子さんの無念をはらすためだと聞い

り組んでいてすごいなと思った。「国際平和」と聞

て、もし世界がそのような考えを持って動くのなら

いても、私には漠然としたイメージしかないのに、

ば、方向が変わってくるかもしれないと思った。海

それに自分の人生を捧げていたので尊敬する。ま

外での国際ボランティアの活動中に亡くなる方々

た、武仁さんの息子の厚仁さんもボランティア活動

がいたのはとても心が痛くなったが、そういう方々

に生涯を捧げていてすごいなと思ったのと同時に、

がいたから、また今も活動されている方々がいるか

これは父親がボランティア活動に取り組んでいた

ら、日本や世界は支えあって生きていくことができ

姿を見ていたからこそ「自分も」と思ったんだと思

るのだと思う。まだ将来どのような仕事をするかは

うので、そういうふうにボランティアの輪が広がる

決めていないが、そのような方々の意思を受け継ぐ

のはすごいと思ったし、もっと広がっていけばい

ことができるように、自分の役割を果たしていきた

いなと思った。
「新ボランティア学のすすめ」の「何

い。（外国語学部・モンゴル語専攻）

の直接的間接的利害もなく判断することを基にしな

今日は海外でのボランティア活動をしておられた

ければ本当の真の姿は見えてこない。自分の体験を

中田厚仁さんのことを聞いて、大変興味深いことだ

通じ、正しい判断を得るための情報を得てこそ、信

と感じた。海外で活動するということは、必ず危険

頼に値する事実が見えてくるのである」という文に

が伴うことであるにもかかわらず、自らが役に立ち

心打たれた。私もボランティア活動というものに参
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加してみようと思う。
（外国語学部・フランス語専攻）

要だと考えうるボランティア内容を着実に実行し

中田武仁先生のことや息子厚仁さんのお話を聞

ていけること、また、現地の人のことを思うこと。

いていると、お二人がどんな経験をしてきたのか何

これらがボランティアの軸となる大切なことなの

を見てきたのかということを直接聞きたくなりま

ではないかと思いました。人の悲しみや喜び、色々

した。それができなくて残念です。高校 1 年生の時、

な感情に寄り添っていける人が世界市民と言える

ネパールに行き初めてボランティアを知りました。

のではないでしょうか。国連で働きたいと言う友人

「ボランティア」とはよく聞く単語ですが、実際に

はたくさん知っているけれど、ただ言語や仕事に有

何が行われているか、どのような活動をしているか

能なだけではなく、心を持って自分の気持ちを持っ

分かりづらいと思います。ネパールに行く前は、
「私

て世界に向き合っていける人こそが、国連で働く資

たちが現地の人のために何かの支援をする」という

格を持つ人なのではないかと思います。「可哀想な

イメージが強かったのですが、それでは本当の支援

人を助ける」というのがボランティアでは決してな

はできないということが分かりました。支援する側

いということを学びました。（外国語学部・フィリ

は自分たちの目線で支援する地域や国が必要だと

ピン語専攻）

思うようなものを一方的に渡すのではなく、現地の

中田武仁さんの息子のためを思った大きな決断

人は何を必要としているのかを一番に支援しなけ

に心打たれました。貿易商社マンという安定した大

ればなりません。そのためにはまず現地の生活や文

きな仕事から、不安定でそのときより快適でないか

化を知る必要があります。今必要なのは市民目線の

もしれないボランティアに就くなんて、今の僕には

ボランティアだと思います。そしてそれが人と人を

考えられないです。でもそのように自分の身を削っ

つなげる大きな力になると信じています。（外国語

て他の人のために尽くすことができる人が、「国連

学部・タイ語専攻）

ボランティア名誉大使」という偉大な名誉を受賞す

厚仁さんの強い遺志が武仁さんに受け継がれて

るような人なんだなと感心し、また納得しました。

火が絶えなかったことがとても感動的だと思った。

大阪大学が周りの反対もありながら「ボランティア

子どもの頃の経験から世界の平和に力を尽くした

論」、講座を開いたことはとても素晴らしいことだ

厚仁さんも素晴らしいし、そんな厚仁さんを誇り

と思います。いろいろな情勢や世界の事情に柔軟に

に思っていたから武仁さんも遺志を継ごうと思っ

対応してこそ、すごい大学になると思います。（外

たのかなということを考えると素敵な親子だなと

国語学部・スペイン語専攻）

感じた。ボランティア学が軽視されていたと聞い

息子がボランティア活動先で亡くなってしまう

て、確かに私もアカデミックという印象があまりな

という経験をしたのにも関わらず、自身がボラン

かったので、講義を通してボランティア学を知れた

ティア活動に従事したという中田さんの人生につ

らいいなと思った。別の講義で、私たちは恵まれて

いてのお話を聞いて、衝撃を受けました。ボラン

育ったから阪大で勉強できており、ある意味でノブ

ティア活動などにおいて直面する出来事などを、他

レス・オブリージュとして社会に貢献すべきとおっ

人事としてではなく、自分のことのように捉えるこ

しゃっている先生がいた。「世界市民」という意識

とが大事ということを、中田さんについての講義か

を持って私にもできることを世界のためにするた

ら学びました。亡くなってしまった方々の遺志を

めに自分は今何をすべきか考えさせられた。先生の

しっかりと理解し、自分に何かできるのではない

裏話みたいなのが聞けて面白かった。日本は冷めて

か、受け継ぐことができるのではないかと考えてみ

ることに驚いた。知らなかった。情報社会における

ることが必要だと改めて思いました。「ボランティ

指針まで教わることができてよかった。（外国語学

ア」というものへの社会の反応、ボランティア活動

部・スウェーデン語専攻）

へ参加する人たちへの日本の中での反応などの話

息子のためを思って世界で活躍し、ボランティ
アに生涯を捧げた中田武仁さんは偉大な方だなと
感じました。きちんと自分の眼で見て、現実に必

を聞いて、自分も深く考えるべき話題だと思いまし
た。（外国語学部・朝鮮語専攻）
今日の講義で最も印象に残ったのは、「一人ひと
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りの力がどれだけ大切か」という言葉です。亡く

思った人々がいることを誇るべきだ」という話をさ

なられた中田厚仁さんのことからも分かるように、

れて、確かにそうだなと思いました。自分の力が何

ボランティア活動には危険が伴うことが多くあり

かを変えるかもしれないと思って、海外の危険な地

ます。国内の災害ボランティアでも、滞在する場所

域にボランティアに行くことは本当に勇気がいる

の環境が悪いなど、自分にとって辛いことがあると

ことだと思います。日本の社会はもっとこのような

思います。そのようなことを考えると行くべきか

人々を国の宝だと思って、他人事ではなく全力でサ

どうか迷ったり、危険な所にわざわざ行くなんてと

ポートすべきだと思いました。しかし、私はやはり、

批判する人が出てきます。それでも自分の力を信じ

危険を冒してまで海外ボランティアに行きたいと

て活動する人がいるからこそ、日本や世界が良い

は思えません。怖いなと思ってしまいます。（外国

方向に進んでいくのだと分かりました。何か起こっ

語学部・ポルトガル語専攻）

た時に、それを他人事として捉え、批判ばかりする

中田武仁先生にまつわる話を聞いて、非常に感銘

姿勢は改められるべきだと感じました。（外国語学

を受けました。息子がカンボジアでカンボジア人と

部・英語専攻）

思われる人に殺されたのにも関わらず、中田先生が

ボランティアで亡くなる人もいることが分かっ

カンボジアを愛し、支援を行い、商社マンとしての

て、どれだけ危険な現場でぎりぎりの活動をして

生活をすっぱりやめて、国際ボランティアの活動を

いるのか想像させられた。そんな危険な活動であっ

始めたことについては、現在においても重要なもの

ても他人事で終わらせずに、何か自分に出来ること

を含んでいる気がしてなりませんでした。IS など

があるはずだと使命感を抱いてボランティアへ行

のテロ組織が世界中でテロを起こし、人々を恐怖と

くことを決める人々の覚悟を感じ、そういった人々

憎悪に駆り立てていることは、ここ数年の地球規模

の覚悟があるからこそ、少しずつ何かを変えられる

の課題ですが、これに関しても恨みを持つと憎しみ

のだなと思った。息子である中田厚仁さんを亡くし

の連鎖が起こってしまいます。この連鎖を断ち切っ

た中田武仁さんの、カンボジアを憎まず息子の遺志

た中田先生はとても偉大な方だと感じました。僕も

を継いで「世界市民」として活動していく姿に胸を

この先の人生の中で、人に対する憎しみを抱えたま

打たれる思いがする。私は日本国内のことでさえ、

ま生きるよりも、他者を愛する生き方をしたいと考

同情はしても他人事のように感じ、行動に移した

えました。（法学部・国際公共政策学科）

ことがないので、そのことをとても恥ずかしく思っ

私は 1 回生で中田先生のことは知らないし、新聞

た。何かできることがあるはずという思いをもっ

で中田先生のことを見た記憶もありませんが、今日

て活動する人々が現地で亡くなった際に、それを

の講演を聴き、中田先生がいかにボランティアに向

「行ったことが間違っていた」と批判的な意見が多

き合い、貢献してきたのかを少しではありますが

くあることを残念に思う。危険だからとやめていて

知ることができたと思います。ボランティアは他

も何も変えられないと思うし、私はそういった人々

者のためにするだけではなく、現地での人と人との

を支持したいし、そういった人々と同様に一歩踏み

関わりを通じて、自分の中の発見、ひいては人類全

出せる人になりたいと思う。（外国語学部・外国語

体の英知へとつながるのだと感じました。また、授

学部・ポルトガル語専攻）

業の最後で中村教授や内海教授が話していたボラ

今日は中田武仁先生の追悼講演でした。中田先生

ンティアに対する国の姿勢についてのお話に感銘

の息子さんがカンボジアでボランティアをしてい

を受けました。もちろん、自由意思で危険なところ

る際に殺害されたという話を聞きました。危険な海

に行くボランティアが実際に危険な目に遭った時、

外へ自ら行ったボランティアが殺害されたという

「自己責任」の一言で片づけることはできると思い

ニュースを聞くと、なぜわざわざ危ないところへ行

ます。しかし、誰かのためを思って、或いは自分の

くのだろう、絶対日本にいたほうが安心安全なのに

力を誰かの役に立てたいと考えてボランティアを

と思っていました。しかし、講義終盤で内海先生が、

する人々が万全の状態で活動できるように支援す

「日本には、何か自分が変えられるかもしれないと
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ないかと思います。大学に入り、色々な人に出会っ

いたことがある。私は大学院を卒業してから NGO

たり、色々な授業で色々な話を聴く中で、自分が本

に就職する前に UNV の一員として活動したいと

当にやりたいことは何だろうかと考えるようにな

思っていた。今日の講義の主人公である中田武仁さ

りました。今日の講演もとても興味深く、国連で働

んとその息子さんの中田厚仁さん二人ともが国際

いてみることにも興味が湧きました。とても有意義

ボランティアに関わる仕事に携わっていたという

な時間でした。（法学部・法学科）

事実はすごく素晴らしいと思った。自分の利益を重

今日は中田先生について色々と知ることができ

視せず、他の人々、特に支援を必要とする人々のた

ました。そしてボランティアというものそのものに

めに自分の人生を過ごせるのは、本当に価値のある

ついても色々と学ぶことができました。日本はとて

ことだと思われる。私もそれを目指してはいるが、

も安全に感じられます。でも周りの国には死と隣

その純粋な精神は薄くなったりすることがよくあ

り合わせで毎日を生きている人がたくさんいます。

るため、このような二人の姿を見習いたいと思う。

今日の話を聞いて、私はそんなこときっとできない

中田厚仁さんは、大阪大学で国際法を勉強するため

と思ってしまいました。安定した大企業での職を辞

に日本に来た私と似ているように感じられ、良い刺

めて、そういう場所を受け入れること、そのような

激になったのですごく良かった。（法学部・国際公

行動ができること、素晴らしい人だと思いました。

共政策学科）

何かを見たい、何かを知りたいと思ってそういう場

国際ボランティアをする上では、最悪死も覚悟し

所へ行く人はすごい。私にはきっとできないので、

なければならないというのが心に残った。息子の死

せめてそういう人から多くの話を聞くことができた

があったとはいえ、商社マンを辞める決断はかなり

らいいなと思いました。
「人間、見たくないものは

思いきったものだと思った。
「ボランティア国際年」

見ない」
、その通りだと思います。
（法学部・法学科）

という言葉を初めて聞いた。国外での状況を他人事

自分の先輩に、国連ボランティアに命を捧げた中

と思わずに自分から行動する「世界市民」になるこ

田厚仁さんという方がいらっしゃったということ、

との必要性が感じられた。しかし、世界市民に一歩

そして息子を奪ったカンボジアを恨むのではなく、

踏み出すことが私には難しい。阪神淡路大震災がボ

ご子息の遺志を継いでボランティア活動をされて

ランティアに対して大きな影響を与えたことを改

いた中田武仁さんという方がいらっしゃったとい

めて認識した。人間科学部が何をしているのかあま

うことを知ることができて良かったです。色々な思

り知らなかったので、この講義で人間科学部の専攻

いを抱いて国際ボランティアをする若者をサポー

の一部を知ることができて良かった。息子が殺され

トできる国であるべきだという話は、本当にその通

た土地、息子が死ぬ原因となったボランティアを憎

りだと思いましたし、何か問題が起きる度に根本を

まずにいれることに驚いた。私なら理不尽だと思っ

否定してしまう日本の傾向は良くないことだと思

て憎んでしまうと思う。自分が常に死と向かい合わ

いました。（法学部・法学科）

せの状況にいても、それでも現地の人々のために活

若くして自ら危険なカンボジアに足を運び、ボラ

動し続ける難しさを感じた。正直に言うと、私はボ

ンティアとして活躍した厚仁さんを心から尊敬し

ランティアとはいえ、あまりに危険な地域には入る

ます。また、厚仁さんが殉職されたときに、カンボ

べきではないと思う。過激派組織に身代金等を要求

ジアを憎む気持ちを抑え、国際平和のためのボラン

されたりすると多くの人々に迷惑をかけてしまう。

ティアになることを決断した武仁さんの前向きな

自己責任にすべきではないと頭の中ではわかって

考え方にも感激しました。そのような考え方をする

いるが、なかなか難しいと思う。（法学部・法学科）

ことは非常に難しいことだとは思いますが、それで

今回の講義を受けて、まず中田武仁先生の生涯に

も前向きな考え方をしようとすることが、些細なこ

感銘を受けた。息子さんが若くして殉職なさったこ

とから国際平和まで様々なことに通じる解決の第

とは本当に辛かっただろうに、そこからボランティ

一歩なのだと思いました。（法学部・法学科）

アを開始したその行動力に驚いた。また、厚仁さん

国連ボランティア計画（UNV）の話は何度も聞

は法学部を卒業して UNTAC で働き出したというこ
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とに非常に関心を持った。私自身が法学部の学生で

らっしゃったそうですが、愛息の厚仁さんの殉職に

あり、今年の春に 10 日間ほどスタディーツアーで

より、地位を捨て去り遺志を活かすべく国際平和ボ

カンボジアに行ってきて、カンボジアの教育や経

ランティアとして活動されたことに、非常に胸を打

済、医療や格差問題について学んで以来、将来国連

たれました。また、持ち前の能力などを発揮された

組織に就職することやボランティア活動をするこ

のでしょうが、世界初の「ボランティア名誉大使」

とに興味があったので、実際にそのような道に進ん

に任命されたり、国連ボランティア終身名誉大使

だ人のことを知ることができて良かった。殉職され

に就任なさったりと、ボランティア活動でも積極的

たというのは驚いたし、そのような危険もやはり伴

に行動され、実績を築かれたのだなと身に沁みまし

うのだと感じた。開発支援などに興味があるので、

た。その中田先生が大阪大学で毎年講義をしてい

中田武仁先生のボランティア論についてもっと調

らっしゃったとのことで、私も一度ご拝聴させてい

べようと思う。（法学部・国際公共政策学科）

ただきたかったです。また、厚仁さんに会いに行く

中田武仁先生を含め多くの人たちが世界中の国

という心持で講演なさっていたということは、さぞ

の人々の手助けを、危険な場所であるとわかってい

かし授業に熱もこもっていたろうと思われます。何

るにも関わらず行おうとする姿勢はとても素晴ら

の気なしに履修登録したこの授業でありましたが、

しいと感じた。そしてそのような素晴らしい姿勢を

阪神淡路大震災後のボランティア意識の高まりに

お持ちだった中田武仁先生が大阪大学と関わりの

よって開講されたという時代背景を知り、ますま

深い方で、大阪大学で以前講義を行っていたという

す興味引かれました。他の講義でも当たり前になっ

ことは驚きであり、自分がその講義を聞くことがで

ているオムニバス形式の授業も、
「ボランティア論」

きないのが非常に残念である。自分の命を危険にさ

から始まったというのは甚だ驚きでありました。当

らしてまで他国の知らない人々の手助けをすると

初教員をしていらっしゃった方々は今なお活躍し

いうのは素晴らしいことだとは思うが、私にはでき

ていらっしゃる方が多く、偉大な方々に支えられて

ないことだと考えている。中田武仁先生が亡くなっ

きた流れを汲むのがこの授業なのだと実感させら

てしまったことは日本にとっても大きな損失であ

れました。内海教授も中村教授も中田先生について

ると考える。（法学部・法学科）

語られる時の熱量が凄く、非常に魅力を持った人

同じ大学・学部の先輩として、国際協力に従事し

だったのだと考えさせられます。「インターネット

た中田厚仁さんを誇りに思います。私も国際協力を

を通じてなんでも知ることのできるようになった

したいと考えているので、殉職というのは他人事で

現代だからこそ、実際に見聞きしたことが大事であ

はないと感じました。ボランティアというのはお金

る」というのは、現場に徹して生涯を賭された中田

をもらわずに奉仕するということなので、純粋に助

先生だからこそ出てきたお言葉でありますし、重み

けたいという思いから成り立っているのだろうと

がありました。それだけ尊大であれば、ともすれば

思います。しかしそれは簡単なことではありませ

傲慢にもなりえたはずですが、市民目線での国際ボ

ん。中田武仁さんが貿易商社を辞めてボランティア

ランティアという視点をなくさなかった点が素晴

を始めることは大きな決意が必要だっただろうし、

らしいと思います。国際社会に貢献したいと考えて

息子の死がそれだけ重大なことだったのだろうと

いる者にとって感服させられることばかりでした。

思います。ボランティア論という全国的にも珍しい

一層自己を研磨していかなければならないことが

講座で、何か心に残る大きな学びができたらいいな

よく分かりました。今日の講義も非常に有意義でし

と思います。（法学部・国際公共政策学科）

た。ありがとうございました。（経済学部・経済経

私は現在、日本の社会を担って世界を股にかけ活

営学科）

躍する商社に就職を希望しております。それ故、32

中田先生は自分の息子がカンボジア人に殺され

年間も最前線で働いていらっしゃった中田武仁さ

たにも関わらず、憎しみの連鎖を作らないために自

んは非凡なる能力と行動力を持っていらっしゃっ

らカンボジアへ行き、現地の人たちを愛し、ボラン

たと推察されます。内海教授によると部長をしてい

ティア活動をしたというのは本当にすごいと思い
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ます。これは本当に難しいことだと思います。被害

とが大切だと思った。（医学部・看護学専攻）

者の遺族の人々が報復のために加害者を殺してし

この授業がきっかけで、「新ボランティア学のす

まうというような事例も多くありますが、中田先生

すめ」を買い、今回はこの授業がきっかけとなり中

のようにその状況を変えようと努力できる人々が

田武仁先生のコラムを読んでみた。当時は腑に落ち

増えていってほしいと思います。中田先生が貿易商

ない点がいくつかあったのは事実だが、今回経歴な

社マンという職を投げ打ってまでボランティア活

どを伺ったことで、どのような思いでこのボラン

動に突き動かしたものは、息子の厚仁さんがなぜ亡

ティア論に関するコラムを書かれたかよく理解で

くならなければならなかったのかを知りたいとい

きたように思う。確かに、日本におけるボランティ

う気持ちや、その状況をなんとか変えたいという気

アへの認識は、経済的価値が低い労働や行政の埋め

持ちだったのだと感じました。国と国との関係が悪

合わせをプロボノで行うような認識を取られがち

くなっても、人と人との関係が良ければ戦争は起こ

であると思う。実際、東日本大震災や熊本の震災に

らないというのは確かにそうだと思います。だから

おいても、ボランティアは希望者が収入を求めずに

こそ、人と人をつなげる活動はとても重要だと思い

行くものであり、その認識が世間に浸透しているか

ます。（経済学部・経済経営学科）

らなのではないかと思う。ただ、このような枠組み

開発途上国でのボランティア活動は、決して軽い

で世界の「ボランティア」を見ていてはいけないだ

気持ちで行えるものではなく、知識や言語能力など

ろうし、それだけでは現在の社会を知る上では不十

必要なスキルを身につけた上で、自分の身が危険

分だろう。中田先生のお話を聞いていると、何事を

にさらされるかもしれないがその国の人のために、

始めるにあたっても遅すぎることはないのだと思

という強い意志が必要とされるものだと思った。日

うようになった。そして、そのきっかけは時には予

本は治安が良く、とても暮らしやすい国なんだと今

想もできないようなことなのだろうと。大切なのは

日の講義を聴いて改めて感じた。ボランティアを自

そのときに、このような機会を活かせるような開

らの意志で行く若者がいることを誇るべきだとい

けた精神状態を持っておくことなのだろうと思う。

う考えに、とても共感できた。誰か困っている人を

初めに中田先生のお話をされていた時は穏やかに

助けたい、そう思いボランティアを行える人は我々

お話しされていた内海先生だったが、日本のボラン

が手本にすべき心優しい人であり、そのような無償

ティアに対する責任転嫁の話になったとき、中村先

の奉仕活動を行える優しい心が世界をより良い方

生のお隣ですくっと立ち上がられたのがとても印

向に導いていけるものだと思う。そのような人がボ

象的だった。やはり当事者だからこそ熱い思いがお

ランティア活動中に捕まることがあれば、国をあげ

ありなのだろうと感じられた。一般人に対しては全

てその救出にあたることが当然であると思う。（経

く異なる、というより思いもよらない意見なのかも

済学部・経済経営学科）

しれないが、とても説得力のあるお話であり、自分

日本と欧米の「国際協力」の意識が異なることに
驚いた。欧米では自分の仕事の延長線上でできると

にとっても影響を与えてくれたように感じている。
（医学部・医学科）

いう事実に疑問を抱いた。そのような仕事が世間的

中田先生の息子さん、厚仁さんが国際ボランティ

に認められているということだろうか。日本で国際

アをしているときに殉職したという話を聞いて、胸

協力をやるとなると、とても特別で異質なように聞

が痛くなった。中田武仁先生が息子さんに会いに行

こえる。私は国際協力は当たり前であると思うし、

くという気持ちで講義に来ていたというエピソー

同じ人間として協力し合うのは使命だと思う。しか

ドは切なかった。中田先生の講義を一度受けてみた

し、ボランティアをする方もされる方も、素直な

かった。私も国際ボランティアに興味があるので、

まっすぐな心をもっていないため死者が出てしま

2 か国語以上話せるようになろうと思った。また、

うのだ。そしてたとえ傷ついたひとがいてもそこで

ボランティアの認識や定義から考えていかなけれ

恨みあうのではなく、それぞれの政府、国民同士で

ばいけないのだと感じた。確かに、世界で起こって

そのことについて吟味しあい、お互いを認め合うこ

いる出来事は他人事のように遠いことだと思わず、
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自分のことのように感じ、素直に受け止め、より良

して、一度は中田先生のお話を聞いてみたかったと

くするために知恵を働かせることが大切であると

残念に思いました。また、内海先生のお話を聞いて、

分かった。中田先生はカンボジアの人に息子さんを

国と国との関係が悪化しても、人と人が交流を持ち

殺されたが、カンボジアの人たちを恨むことなく、

続ければよいというお話についても、本当にその通

むしろボランティアをしに行き、生活環境を良く

りだと思いました。ボランティアは確かに一人ひと

しようとしたのは、なかなかできないことだと思っ

りができることは小さなことかもしれませんが、誰

た。恨みや憎しみよりも、許すことが大切で、同じ

かが交流を続けることが争いを防ぐ方法なのかもし

ような悲しい事件が起こらないように、根本から良

れないと思いました。平和というのは国の偉い人同

くしていこうという意志が伝わってきた。
（医学部・

士がつくるのではなく、一人ひとりの行動からつ

医学科）

くっていくものかもしれないと思いました。ボラン

本日の講義は、今年の 5 月にお亡くなりになられ

ティアの人たちに対する社会の見方という話につい

た中田武仁先生を偲ぶものでした。中田先生は息子

ても、自己責任といって切られるよりも、きちん

の厚仁さんがカンボジアで命を落として以来、ボラ

と政府が守ってくれているという安心感があれば、

ンティア活動に尽力されたとのことでした。講義中

もっと多くの人が積極的にボランティアに関わって

では主に中田先生に関する思い出話について語ら

いくことができると思います。そういう人たちを通

れていましたが、私が印象的だったのは、中田先生

して新たな平和が築かれていくのかなと思いまし

のボランティアに対する考え方でした。ボランティ

た。これまでボランティアにかかわってきた数々の

アを単なる「善行」で終わらせるのではなく、自分

人のご遺志を踏まえて、私たちはボランティアとい

たちの目で直接感じ取ったことを、真実を見つける

うものをもう一度考え直してみるべきなのかもしれ

糧として世界中の人々と共有すべき財産だと捉え

ないと思いました。
（歯学部・歯学科）

る先生の考え方は、自分のこれまでの先入観を覆す

中田武仁先生の国連ボランティア終身名誉大使

ような核心をついたものだと思います。ボランティ

としてのメッセージに感銘を受けました。ボラン

アを通してより良い社会をつくろうという認識を

ティア活動が行政の補完機能、それも安価な労働

新しく持つことができました。（医学部・医学科）

を提供しているだけとみられている限り、単に「可

私はおぼろげな気持ちでボランティアに参加し

哀想な人たち」を助ける善意の活動としか理解され

てみたいと考えていましたが、中田厚仁さんが戦争

ないという言葉にハッとさせられました。これは私

をなくすにはどうすればよいのかを考え、危険とわ

がボランティア活動について持っていたイメージ

かっていながらも自分の考える戦争のない世界を実

と全く同じだったからです。可哀想な人たちのため

現するために奔走されたというお話を聞いて、胸が

の善意の活動ではなく、中田先生のメッセージにも

熱くなる思いでした。そのような息子さんを亡くさ

あるように、いま私たちの身に起きている出来事を

れたときの中田武仁先生のお気持ちは、私には想像

自分自身のこととして捉え、よりよい社会にするた

することしかできませんが、愛する息子さんを亡く

めの手立てを編み出すというボランティア活動が、

された憎しみを最初から持たぬようにすることは難

社会を活性化する力になりうるのだと思いました。

しいと思います。そのうえで厚仁さんの気持ちを尊
重し、争いが争いを生まぬようにボランティアに邁
進されたというのは、そこにいきつくまでにどれほ
どの葛藤があったのだろうかと思いました。特に、
息子さんが亡くなった村で困ったことが起こった時
には直ちに援助をしたという話を聞き、本当に厚仁
さんの気持ちや行動を心から理解し、尊重されてい
たのだということが分かりました。将来、ボラン
ティアに何らかの形で関わりたいと考えている者と
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世界市民を育てた父

世界市民を育てた父
高

村

洋

一（毎日新聞京都支局長）

国連ボランティア終身名誉大使、中田武仁さんと

ト派に破壊された文化の再興も進んでいた。国連ボ

の濃密なお付き合いは 20 年に及ぶ。兄のようでも

ランティアの専門家が指導するエコ農園や地方劇団

あり、父のようでもあった。ロータリー財団奨学生

の稽古も見せてもらった。そしてクライマックスは

として学生時代に米国留学したことなど、カンボジ

厚仁さんの平和を願う遺志に心動かされて周囲の村

アで国連ボランティアとして選挙監視活動中に銃

から移住した住民が開いた「ナカタアツヒト村」
（現

弾に倒れた長男の厚仁さんと似た経験を持つ私に

在は単にアツヒト村と呼んでいる模様）のナカタア

近しいものを感じていただいたのかとも思う。

ツヒト小学校（当時の名称）開校式への出席だっ

武仁さんの死去を知ったのは昨年 6 月初めのこ

た。武仁さんは各教室を回り、カンボジア式の両手

と。あるニュースソースを通じてこの悲しい知らせ

を合わせるあいさつをし、先生や児童と握手を続け

はもたらされた。私はショックのあまり記者である

られた。地域農園を経営する NGO「アツ開発プロ

ことも忘れ、体ががくがく震えてうずくまった。予

ジェクト」のフィ・リダ代表も出席して活動報告し、

期せぬ死に、今までの思いを詰め込んだ「評伝」を

日本からの援助に感謝の言葉をカンボジア語で述べ

急いで書き上げた。そして、遺族の信頼を損なわな

た。水害による食糧危機を救うため援助金を贈った

いために日数をかけ、この訃報は 6 月 17 日夕刊（一

のに、すぐに欲しい米ではなく、明日のために種も

部地域は 18 日朝刊）で「特ダネ」となったのだが、

みを買ったことに武仁さんは感銘していた。

その業績やお人柄を十分に書き切れたとはとても言

私は日本から持参した娘の小さくなった古着を

えない。記事を読み返して筆力のなさが恥ずかしい。

山ほど学校に持参した。「子供服がなくて困ってい

社会面の大型インタビュー記事「心想」で、武仁

る」と、聞いていたからだ。「もう一度この村に来

さんに初めて取材したのは私が大阪社会部東大阪駐

ないといけないですよ。そのころには村中の子ども

在だった 1996 年のこと。当時、武仁さんも東大阪

があなたの娘さんの服を着ているはず」。ビルさん

にお住まい。どこか近所の喫茶店でと思ったのに、

の英国流の品の良いジョークに私と武仁さんは大

梅田のヒルトンホテル大阪を指定された。部屋を借

笑いした。武仁さん自身も冗談好きで、かしこまっ

りるのも大きな負担だったと思う。マスコミの取材

た表情の人をからかって笑わせることが多かった。

を極めて大切にされていた。私は日本人の国連ボラ

プノンペンのホテルで「メインディッシュは魚です

ンティアの活動状況もまとめ、ボランティア休暇制

か、それとも肉ですか」とウエイトレスに聞かれ、

度が普及しないことが欧米に比べ国連ボランティア

「魚だと、あなたがこれから私のためにトンレサッ

として活動する人が少ない理由の一つだと書いた。

プ湖まで釣りに行かなくてはならないから時間が

この記事を武仁さんに高く評価していただき、私た

かかる。肉にしますよ」と答えた話は昨年 8 月 8 日

ちはしばしば電話でやりとりするようになった。

朝刊「悼む」にも書いた。

そして 1998 年 8 月。武仁さんは公務でカンボジ

私たちはシエムレアプのアンコール遺跡にも

アを訪問されることになり、私に「一緒に行きませ

行った。当時は遺跡内への入場は無料で自由だった

んか」と誘ってくださった。そこで夏休みを利用し

ので、私と武仁さん、ビル・ジャクソンさんは未明

て同行取材させてもらうことにした。ボンの国連ボ

にアンコールワットの階段を登った。夜明けと同時

ランティア計画（UNV）本部からはビル・ジャク

に周囲の樹林から鳥が一斉に飛び立ち、荘厳な光景

ソンさんが同行してくれた。ビルさんはアイルラン

に息をのんだ。この感動を武仁さんは生涯何度も私

ド出身でイギリスの NGO「オックスファム」で長

に語られた。「息子を殺された恨みなどはないので

く勤務経験があった。同年代であることから、武仁

す。カンボジアは貧しい。この国のために私は役に

さんが生涯最も信頼されていた友人の一人だった。

立ちたいのです」。当時、しみじみと語られた武仁

私たちは国連ボランティアの活動現場を視察する
と同時に、多くの活動団体を訪ねて回った。ポルポ

さんの言葉も私は同じく「悼む」で紹介した。
もう一つ、書き記したいのは武仁さんが尊敬して
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高村

洋一

いた和歌山県上富田町の臨済宗妙心寺派興禅寺の

で処分せざるを得なかった。名誉大使はボランティ

元住職、吉田啓堂さんのこと。吉田さんは「カンボ

アなので給料が出る訳でもなかった。体の弱い妻の

ジア難民の父」とも呼ばれ、シエムレアプには名前

敬子さんが自宅で英会話教室を開いて懸命に夫を

を冠した孤児院がある。同行取材の際に武仁さん

支えていた。

と一緒に訪れ、後日社会面で紹介した。大阪からか

武仁さんの四十九日の法要が古里に近い大阪市

なり遠い興禅寺に武仁さんと一緒に行ったことも

天王寺区の浄土宗大蓮寺であった。親族の方数人以

あった。吉田さんの紹介で地域の社会奉仕団体の

外に参列したのは私と、同僚の 2 人だけ。遺影は商

方々にアツヒト村の現状を聞いてもらった。吉田さ

社マン時代の明るい元気な表情だった。国連ボラン

んは 2015 年 3 月、89 歳で亡くなった。

ティア名誉大使として世界を舞台に活躍した人の

この訪問を含め、武仁さんはさまざまな団体から

最期としては、とても寂しい。しかし、「名誉など

講演や会合出席を頼まれると、私によく相談され

いらない。世界の果てで出会った名もなき市井の人

た。「行くべきかどうか」と。招待して交通費さえ

たちと同様に人知れずひっそりと死にたい」という

出さない団体も多い。国連の要請による外国訪問で

のが武仁さんの願いだった。
「世界市民ここに眠る」

も支給されるのは宿泊費を含めた旅費ぐらい。土産

とプレートに書かれた厚仁さんの墓と、その隣の先

やチップ、諸経費で武仁さんは 1 度海外に出ると

祖の墓に武仁さんの遺骨は埋められた。
「世界市民」

100 万円前後の出費を強いられ、自宅の土地建物ま

を育てた父もまた「世界市民」だった。

日本語教育のカンボジア人スタッフを激励する中田武仁さん＝ 1998 年 8 月、プノンペン市内で高村撮影

カンボジア訪問中、現地ボランティアの相談に乗る中田武仁さん＝ 1998 年 8 月、高村撮影
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息子と伴走した国連ボランティア名誉大使
中

１．カンボジアでの息子の死

村

安

秀（大阪大学）

う準備を心がけてきた。」

国連ボランティア終身名誉大使の中田武仁さん

「私は今こそ、自分のすべての経験と能力を、祖

の訃報に接し、すぐにご遺族に連絡をとらせていた

国を再建しようとするカンボジアの人たちを助け

だいた。大阪大学大学院人間科学研究科では、主

るために使いたい。」

に学部１年生・２年生を対象に「ボランティア論」

厚仁さんは小学４年生のころ、武仁さんの駐在

というオムニバス形式の講義を行っている。理系・

先のポーランドでアウシュビッツ収容所を見学し、

文系を問わず、全学部から受講生が 200 名以上集ま

戦争がもたらす悲惨な現実を心に刻みつけていた

る、人気講義の一つである。中田武仁さんは、毎年

のだという。息子・厚仁さんの清冽な思いに呼応す

講義にいらしていただき、新入生たちに熱く語りか

るように、父・武仁さんは国際平和のためのボラン

けていた。ご遺族によると、武仁さんはカレンダー

ティアとして活動を開始したのだった。

に大阪大学の講義日を大きく印し、息子の厚仁さん
に会いに行くというお気持ちで、毎年講義を続けて
くださったとのことであった。

２．国際ボランティア年という金字塔
国際社会では、いくら崇高な理念を持っていて

息子の中田厚仁さんは 1968 年 1 月生まれ。父親

も、それを具現化するためには、ネゴシエーショ

の武仁さんの転勤に伴い、1976 年から 4 年間をポー

ンという老獪な交渉術の世界が広がっているもの

ランドで過ごした。1987 年に大阪大学法学部へ入

である。武仁さんは、はからずも飛び込んでしまっ

学し、国際法を学んだ。大学卒業後の 1992 年 5 月、

た国際社会のなかで、見事に初志貫徹ぶりを示し、

国際連合カンボジア暫定統治機構（UNTAC）の国

短時間で「国際ボランティア年」という大きな金字

連ボランティア（UNV）に採用され、同年 7 月に

塔を打ち立てた。まさに、厚仁さんの遺志に導かれ

カンボジアに赴任した。1993 年 5 月に実施予定の

るように、最短距離でゴールにたどり着くことがで

総選挙の支援のため、クメール・ルージュとカン

きたといえよう。

ボジア政府との衝突が激しいコンポントム州プラ

2001 年の国際ボランティア年において提唱され

サットサンボ郡の選挙監視員（DES）として、選挙

たことを振り返っておきたい。ボランティアに対す

に関する説明や選挙人登録など選挙実施に向けた

る理解を深める活動が行われ、ボランティアという

活動を行っていた。1993 年 4 月 8 日、地域内を移

概念は、それを表す言葉が違っていても、あらゆる

動中に何者かに拘束され、射殺された。紛争から復

社会・地域・集団にあることが明らかとなった。ま

興への途上にあったカンボジアの国際協力現場で

た、ボランティアヘの参加が促進される環境を整備

の壮絶な殉職であった。犯行はクメール・ルージュ

するとともに、国境を越えて、ボランティアのネッ

ではないかという推察も行われた。しかし、当時の

トワークを広げることが推奨された。そして、潜在

UNTAC 事務総長特別代表は明石康氏であったが、

的なボランティア人口の掘り起こしをめざし、ボラ

真相は解明されることなく UNTAC からの報告書も

ンティアの活動を推進することにより、次世代のよ

提出されることなく、現在に至っている。

り豊かな市民社会の構築を目指していた。

カンボジアで行われた追悼式で、厚仁さんの国連
ボランティアへの志望理由が読み上げられたという。
「ポーランドで少年時代を過ごした私は、ずっと、

国連ボランティア名誉大使として、武仁さんは次
のように語っていた。
「私たちは、歴史の中から人間の営みについて多

どうすれば戦争は避けられるのか、ひとたび戦争が

くを学ぶことが出来、それを現在の私たちの社会に

起きたなら、どのようにすれば復興が達成されるの

活かす知恵を持っています。と同時に、今、生きて

か、常に関心を持ってきた。これらの問題を解決す

いる隣人たちからも多くを学べる能力も持ってい

るために必要とされる時はいつでも参加できるよ

ます。ボランティア活動が、行政の補完機能、それ
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中村

安秀

も安価な労働を提供しているだけと見られている

いをもって最上の敬意を捧げる」と言明し、「彼等

限り、単に『可哀そうな人たち』を助ける善意の活

の尊い志を私自身のものとし」と書き綴るとき、厚

動としか理解されませんが、何物にもとらわれるこ

仁さんから国際ボランティアというバトンを受け

とのない純粋な目で見つめた私たちの社会の現実

とり、いつもこころの中で息子と伴走していた武仁

から、現場の『草の根』ボランティア活動を通じて

さんの誇り高い人生の豊かさに心打たれる。

学んだ知恵は、尊い人類の英知として、世界中の人

武仁さんと厚仁さんの二人三脚に合掌！

たちが凡て共有すべき財産です。
今、私たちの身のまわりに起こっている出来事を
他人事ではなく自分自身のこととして捉え、悲惨な
破局を迎えないような方法を見出し、また素晴らし
い成功体験から得た、より良い社会にするための手
立てを編み出すというボランティア活動のいわば
『先駆性』を、私たちはもっと認識すべきではない
でしょうか。」
武仁さんは、国連ボランティア名誉大使として、
世界市民として活動する国連ボランティアに最も
大きな期待を寄せていた。実際に、体力の続く限り
多くの国を回り、若い国連ボランティアを励まし続
けた。

３．ボランティア再考

2013 年ごろ、本を出版するために武仁さんに原

稿を依頼したところ、「ボランティア再考」という
論考がファクシミリで送られてきた（『新ボラン
ティア学のすすめ』内海成治、中村安秀編：昭和堂）。
ボランティアの世界で活動を続けていた武仁さん
が、インターネットで世界がつながるという情報化
社会の危うさに警鐘を鳴らし、ボランティアの体験
を再認識すべきであると訴えている。
「今日現在、私たちの身のまわりは、いろいろな
数知れぬ膨大な量の情報で満たされていて、しか
も、実に手軽にこれらの情報に、なかには専門家と
いわれる人の意見や見解に、ほとんど瞬時に、接す
ることが可能である。これらを無邪気に、何の疑念
もなく、すべて真実だと思い込むことは、私にはた
めらわれる。真実は、何のくもりもない、澄んだ目
と、偏見のない心でもって、見たり、体験したりす
るなかでのみ、見つけられる。ボランティアの体験
が尊いのはそこにある。何の直接的・間接的利害も
なく、判断することを基にしなければ、本当の、真
の姿は見えてこない。自分の体験を通じ、正しい判
断を得るための情報を得てこそ、信頼に値する事実
が見えてくるのである。」
武仁さんが「世界中のボランティア達に万感の思
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中田武仁先生の思い出
内

海

成

治（京都女子大学・京都教育大学）

私が中田武仁先生とお知り合いになったきっか

保されましたよ」と笑顔で言った。私は、ボランティ

けは、大阪大学人間科学部にボランティア人間科学

ア講座がこんなにも心配されていたのだとうれし

講座（以下、ボランティア講座）が設置され、その

くもありまた心細く感じた次第であった。

はじめの教授として赴任したことがきっかけであ

当初の教員は教授に内海、客員教授に板東久美子

る。まずこのボランティア講座のことに触れておき

先生（現在消費者庁長官）、客員助教授早瀬昇先生、

たい。

助手に森定玲子先生（現在プール学院大学講師）、
また、朝日新聞論説委員の大熊由紀子さん（後に阪

【大阪大学人間科学部ボランティア人間科学講座】

大教授）に支援していただいた。

ボランティア講座は、1996 年 4 月に阪神淡路大
震災後のボランティアの高まりの中で設立された。

【全学共通科目「ボランティア論」】

人間科学部は 3 系（教育学、行動学、社会学）で

ボランティア講座の開設と同時に大阪大学全学

構成されていたが、どこにも属さないので、共生

共通科目として「ボランティア論」を豊中キャン

学系という新しい系を設置してもらって 4 系構成

パスで開講することになった。この全学共通科目

となった。

の講師の一人として中田武仁先生が出講されたの

教員の定員は教授 3 名、客員教授 1 名、助教授 2

である。

名、客員助教授 1 名、助手 2 名の計 9 名の大講座で

この「ボランティア論」は文学部哲学科の助教授

ある。当時、国立大学は新しい講座の設置でも定員

（当時）の入江幸男先生のご尽力で開講された。入

増は認められていなかったが、文部省（当時）の

江先生は初年度の世話教員としてシラバスや講師

特別措置であった。系内の専攻は、福祉ボランティ

の選定も行ってくださった。入江先生ご自身、ブー

ア論、国際協力論、災害援助論の 3 専攻とした。私は、

タン難民の支援を行う NGO に関わっておられ、ボ

そのうちの国際協力論を担当した。

ランティア論の必要性を感じておられた。人間科学

そして、学年進行での設置を 1 年早めて 1999 年

部にボランティア講座が出来たので、私のところに

4 月に大学院設置した。これには当時の大学院重点

尋ねてこられ、自分の本来業務ではないので、ボ

化構想の中で、人間科学部を人間科学研究科にする

ランティア講座で担ってほしいとのことであった。

ために、早めたほうが良いということもあった。

私自身、自信はなかったが、ボランティア講座を名

問題はこのボランティア講座に学生が集まるか

乗る以上断ることも出来ないので、2 年目からは内

である。ボランティアは行うもので研究するもの

海が世話教員をすることになった。しかし、入江先

ではないと言う風潮の中での出発である。そこで

生も長くボランティア論の一コマを担当していた

1996 年度からボランティア講座の宣伝をかねて、

だいた。また、入江先生のお世話でボランティア論

市民のための公開講座「ボランティア論」を開設し、

のテキスト『ボランティア学を学ぶ人のために』
（世

年に数回実施した。この講座は私が在任中は続け

界思想社）を上梓することができた。

た。この講座には当時の中島学部長も力を入れてく

また、ボランティア論という講義は、ほとんどの

ださり、常に公開講座に出席してくれた。ある雪の

大学で行っていなかったので、その後に出来たス

日に、公開講座を中止するので学部長と一緒に会場

ペースコラボレーションシステム（SCS）と言う大

の入り口で中止の知らせを行っていた。そのとき参

学間講義配信システムを使って、いくつかの大学に

加学生の一人が「自分はボランティア講座に行く

配信した。また、豊中キャンパスから吹田キャンパ

ために阪大人間科学部に入学しました」と言った。

スにも配信したことを記憶している。

それを聞いた中島学部長は「内海先生良かったです

ボランティア論はボランティアに関わる多くの

ね。少なくとも一人はボランティア講座の学生が確

実務家・研究者によるオムニバス形式で開講され
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た。中田武仁先生は入江先生のご紹介で講師をお引

た証として、平和への礎としての意味を日本社会、

き受けいただいた。

国際社会に訴え続けたことにあると思う。そして
誰でも知っている、2001 年を国連の国際ボランティ

【中田先生の思い出】

ア年としたことである。国際ボランティア年にはさ

ボランティア論は毎回講師が変わるため、世話教

まざまな行事が行われたが、私自身は総務省の行っ

員の入江先生と私とで、講義の前に 1 時間ほど打ち

ている「世界青年の船」の 1999 年のテーマがボラ

合わせを行うのが恒例であった。豊中キャンパス内

ンティアであったため指導官として同乗した。東京

の待兼山のカフェを使うことが多かった。前期の講

から南アフリカのケープタウンへの往復の船のな

義だったので、中田先生の講義は 6 月末か 7 月はじ

かで日本と 10 カ国の青年たちとボランティアに関

めであった。中田先生は麻の白い背広を着て、白い

して討議した。

皮靴とパナマ帽を着用され、いかにも商社マンとい
う感じがした。

中田先生の語られたことは平和のための国際ボ
ランティアである。国際ボランティアはアメリカ

中田先生の講義の内容は厚仁さんの思い出と国

の平和部隊、日本の青年海外協力隊など国際協力

連ボランティアの意味についてのお話であった。厚

と青年育成をかねて国の施策として行われている。

仁さんの思い出では、先生のポーランド赴任中に厚

しかし、市民の国際ボランティアに関する関心、世

仁さんとアウシュビッツを訪ねたお話や国連ボラ

界の平和や、貧困をなくすために何かができるので

ンティアとしてカンボディアに行く際のやり取り

はないかと言う思いが高まらない限りそれは意味

などが忘れられない。厚仁さんは阪大法学部を卒業

のあるものにならない。つまり、世界に対する関心

後は、日本銀行に就職することが決まっていた。日

を市民の目線で語ることが大切だと思う。中田先生

本銀行入行は難関である。将来の金融マンとして日

の貢献は、厚仁さんの悲劇を平和のための悲劇とし

本の舵取りをするべき人材である。それを捨ててカ

て受け止め、世界への関心を市民のものとするため

ンボディアへの派遣である。父としては反対すべき

にはボランティアが大切だと言う思いを形にした

であるが、厚仁さんの将来は国連あるいは国際機関

ことだと思う。この中田先生の思いは、ボランティ

で仕事をしたいと言う思いの強さに賛成されたと

アを研究する者、実践する者がしっかりと受け継い

言う。しかし、国連ボランティアはあくまでボラン

でゆかなくてはならない。

ティアであり、国連への道ではないこと、国連ボラ
ンティアをいくら続けても、それは山手線を回るよ
うなもので将来は開けないと忠告したという。それ
に対して厚仁さんは「そのことは良く分っている、
しかし、今できること、今しか出来ないことをして
おきたい」と言う、やり取りを紹介された。厚仁さ
んのカンボディアでの悲劇やその後の国連ボラン
ティア名誉大使としてのお話はあまり出なかった
ように思う。
講義は大きめの写真を 10 枚ほど用意され、それ
を見せながらかんで含めるように、ゆっくりとお話
になられていた。多分、中田先生は厚仁さんが過ご
された大阪大学豊中キャンパスで厚仁さんの後輩
の阪大の学生にお話しすることに、大きな意味を感
じておられる様子であった。
【中田武仁先生の貢献】
中田先生の貢献としてまず挙げられるのは、厚仁
さんの死を悲劇としてではなく、厚仁さんの生き

72

ボランティア学研究

Vol.17

外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程

【論文】
－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－

外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程
－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－
奴久妻

駿

介（一橋大学大学院）

【要旨】
本研究は、東京都足立区にある外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程を居場所理論のフレームワー
クを手掛かりに着目した。研究方法は、インタビュー調査（半構造化面接）の形をとり、同教室の成員であ
る四名（神父 D、シスター E、塾長 F、スタッフ G）の協力者に情報を提供してもらった。結論として、本
論では、同教室が、外国人家族の生活に関わる問題への対応から、不登校の外国人児童生徒への精神的ケア、
そして、外国人児童生徒の教育と進学へのサポート、の三段階の変容過程を経てきたことをインタビュー調
査によって明らかにすることができた。「居場所理論」を手掛かりにすると、第一段階は外国人労働者の生活
を重視した「対人関係としての居場所」と「社会的立場・将来を見据えた居場所」の両面を併せ持っていた。
次に第二段階では、不登校の子どもたちを対象とした「対人関係としての居場所」に重点が置かれる組織と
して位置づけることができるだろう。最後に第三段階は、「自分の資質や能力を社会的に発揮することができ
る」ことを目指した「社会的居場所」として位置づけられるという実態が明らかとなった。
【キーワード】外国人児童生徒、居場所、地方学習室、教会

１．問題意識
本研究は、東京都足立区にある外国人家族を受け

必然的に新たな参加者の国籍やニーズの登場に応
じて更新を求められることとなる。

入れる地方学習室の変容過程に着目する。同学習

以上のことから、本研究では、90 年代から 2014

室は足立区およびその周辺に住んでいる外国人と

年現在までの足立区の地方学習室の一つである C

日本人の間に生まれた子どもたちや外国人労働者

教室に視点を当て、時代の変化に伴う外国人の増加

の子どもたち、不登校の外国人児童生徒たちの教

と共に同学習室の変容過程を明らかにする。

育ニーズ（特に日本語教育）に応じる目的で存在し
ている。外国人住民は、日常会話、仕事上の会話、

２．先行研究

学校生活、日本語で書かれた重要な資料の読み書

本論では、調査対象である C 教室および先行研

き等、多様なニーズを持ちながら日本語を学習して

究のレビューを基に、
「日本語ボランティア」を「日

いる。しかし、地方行政の対応だけでは間に合わな

本で生活する外国人家族への日本語学習のサポー

い現状があり、ボランティア教室、教会等の地域の

ト及び、日本語学習を通した精神的なケアを行う営

協力が不可欠となっている現状がある。そして、外

み」として定義する。

国人家族の居場所を形成する上で、地方学習室側も

先行研究においては、日本語ボランティアを行

様々な試行錯誤を重ねつつ学習室の在り方を時代

う地方学習室は主に実践的な側面に着目し、より

の流れと共に問い直している。本稿で対象とする足

良い実践への提案と課題が出されてきた。例えば、

立区における外国人登録者数は、80 年代から 2015

行政の政策として日本語ボランティア活動を活用

年にかけて大きな増加を見せている（図１）。特に

するのではなく、行政が主体となり日本語学習の保

2015 年現在、23 区内で足立区は最もフィリピン人

障が具現化されることの重要性を主張するもの（渡

登録者数が多い区である（図２）。この増加は後述

邊 2006）や、地域日本語ボランティア活動の課題

するように、地方学習室を頼ってやって来る外国人

として人材不足の深刻さについて述べたもの（渡邊

の数の増加にも関わっており、地方学習室の対応も

2006、小島 2014）、そして、児童生徒に対する主観
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的な学習の価値やボランティアの意義・喜びを獲
得していく学生ボランティアに着目したものであ

を述べるものもある（久野 2004）。
そ し て、 地 方 学 習 室 に 所 属 す る 子 ど も た ち の

る（水野 2012）。更に、ボランティア側が外国人参

「居場所」に焦点を当てたものとして矢野（2006、

加者と水平的な関係性を望んでいてもそのように

2007）の「エスニック・マイノリティの子ども・若

感じられない外国人参加者も少なくないことから、

者の居場所の条件」および「アジア系マイノリティ

権力関係は消滅させることはできないが、与えやす

の子ども・若者の居場所」がある。これらは、外国

い立場にいることは意識し注意することの重要性

人児童生徒の教育や居場所形成の困難性を国・地方

（出典）人口統計課人口動態統計係「東京都の統計
図１

足立区外国人登録者数の推移（1979 年～ 2015 年まで）

（出典）人口統計課人口動態統計係「東京都の統計
図2
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足立区フィリピン人人口の推移（1979 年～ 2015 年まで）

外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程

－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－

行政といったマクロな側面にだけ原因を見るのでは

重要」だとし、「他者」との関係性の視点が投げか

なく、現場レベルの「居場所」の意味づけを対象と

けられていることがわかる。さらに、「他者が子ど

している。例えば、
矢野（2007）における「エスニッ

もに共感的な、あるいは同情的な理解や態度を示」

ク・マイノリティの子ども・若者の居場所の条件」は、

すことで、他者との関係性の中に子どもは安心感を

①マジョリティである日本人が主流ではない場に身

抱き、居心地の良さという感覚的な意味を付与する

を置き、日本語ができなくとも自尊感情が保持でき

ことができるのだという。

ること。②集団レベルの民族や生活習慣から個人レ

以上に加え、住田（2003）は子どもの「力のなさ」

ベルの個性に至るまで、お互いの差異や間を尊重し、

をも指摘している。つまり、「他者の評価が否定的

適度に親密な距離感を楽しめること。③安心して母

なものであったとしても、子どもはそれに抗するこ

語で自己表現して過ごせること。④どのような問題

とはできず、その否定的評価の視点から自己を規

でも相談でき、支援を得られたり、必要な支援につ

定」するのだという。つまり、子どもは大人からの

ないでもらえること。⑤日本人でないことの不利を

評価を無条件に受け入れるが故に、大人との関わり

のりこえて将来を開くポジションを得ること。⑥多

合いが、「居場所」の獲得を大きく左右することに

文化を利した複合的なアイデンティティ形成ができ

なるのだろう。

る場であること、と説明されている。これらの条件

第二に、藤竹（2000: 48-51, 56-57）はそれぞれの

は特定の国籍に限らず、多様な文化を持つ外国人児

キーワードを次のように説明している。まず、
①「社

童生徒の「居場所」につながる重要な指摘である。

会的居場所」及び「人間的居場所」については、
「自

しかし、先行研究においては外国の子どもの視点

分の資質や能力を社会的に発揮することができる。

に立った「居場所」に関する言及が主であり、その

この意味での居場所は “ 社会的居場所 ” である」と

子どもたちを受け入れる地域学習室スタッフが捉

し、
「そこにいると（そこに帰ると）安らぎを覚え

える「居場所」に関して多少は触れられることはあ

たり、ほっとすることのできる場所」を “ 人間的居

るが、中心的なテーマとしては踏み込まれていない

場所 ” であるとしている。そして、両者の関係につ

のが現状である。本論では、様々な外国人を受け入

いて、藤竹（2000）は、“ 社会的居場所 ” で感じる

れることにより、スタッフの問題意識が発生する様

緊張感を開放する場として “ 人間的居場所 ” がある

子を描くことを目的としている。また、その問題意

としている。この指摘は、
「居場所」という言葉を

識が学習室そのものを組み替えていく過程がどの

多面的に捉えつつ、相対化している点に着目したい。

ようなものであるかを明らかにしたい。

②の一時的居場所 ― 永続的居場所は、前者が「一
時的で、自分の居る場所が固定していない居場所

３．理論枠組み

は、人間に対して持続的な安定感を与えることはで

本研究は、「居場所理論」の枠組みを採用する。

きない」のに対し、後者が「“ わが家 ” とか “ 自分

まず、「居場所」理論の先行研究を整理したい。

の生きる場所 ” と呼ぶことのできる人間は、社会に

第一に、住田（2003: 5）は、「居場所」の構成を主

おいて安定した場所を持っている」としている。

観的条件（当事者がそこを「居場所」だと感じるか）

第三に、田中（2012: 3）は、「空間」「人間関係」

と、客観的条件（関係性・空間性）と指摘している。

「時間展望」の側面から、「居場所」を述べている。

彼は、主観的条件を次のように説明する。「子ども

「空間」については、藤竹（2000）における「人間

自身が抱く実感や意味によって、同一の場所であっ

的居場所」と類似する部分があり、「人間関係」に

ても『居場所』となったりならなかったりする。『居

ついても住田（2003）の「客観的条件」と重なる。

場所』は個々の子どもの主観的条件によってそれぞ

しかし、田中（2012）の独自性のある提案としては、

れ形成される」。また、客観的条件は、
「子どもの場

「時間展望」というアイデアではないだろうか。「自

合は、未だ自立した生活能力を持たない保護依存的

分の近未来が見えているかどうかは、居場所にとっ

な存在であるから、子どもが依存しなければならな

て大きな要素」であり、日本社会自体が先行き不透

い他者、すなわち重要な他者（significant others）―

明であると、現在所属している場所に「居場所」感

とくに両親、さらに仲間や教師、近隣の大人など子

が見いだせないと主張する。

どもが日常的に接触する人々をも含む ― の評価は

以上より、次の二点が重要な要素であると考え
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る。それは、「対人関係としての居場所」と「社会

始まった（表１）。翌月には子どもが 12 人加わり、

的立場・将来を見据えた居場所」である。多様な先

その後数を伸ばし 2012 年度では 43 人に達した。ボ

行研究を端的に示すことに抵抗感はあるが、外国人

ランティアの数も、2011 年度 4 月には 100 人とな

児童生徒にとってそれらの二つは、今後の多様な

り、2011 年度の 3 月には 172 人に達する規模の大

キャリア形成に繋がる重要な「居場所」の示し方で

きい教室となった。また参加者のルーツについても

あると考える。この二つの「居場所」を地方学習室

2008 年度の 5 か国から、2013 年度には、15 か国に

が時代の変化と共にどのように解釈し実践してき

なり多様性が増した。
今回、筆者が対象とした C 教室は、90 年代から

たかに着目したい。

2014 年現在にかけて２つの大きな転換期を経験し

４．調査対象

ている（図３）。

本研究の対象となる足立区の C 学習室（以下 C

教室）は、ニューカマー児童生徒

２）

A 教会のミサに集まる外国人住民を対象に週末限

およびその大

定で、日本語サポートや悩み相談等を個別的に神父

人たちを対象に、彼・彼女らの「教育ニーズに応じ

とシスターが行っていた。このため、学習プログラ

ること」を目的として誕生した組織である。そして、

ムが体系化していないインフォーマルな教育に出

C 教室は同時に大人（外国人労働者及び主婦）の生

発点を置いている。しかし、2006 年に入ると、よ

活や労働の手助けとしての識字教育も行なってお

り週末だけではない「いつでも行ける相談室」の確

り、キリスト教の精神に基づき、東京都内で教育

保が必要であるとボランティア成員が考え B の会

施設（大学、中・高等学校）を経営している４つの

が設立された。さらに、子どもへの学習の課題が顕

カトリック団体（修道会）の協働のもとで設立さ

在化しはじめた 2008 年には、より体系的な学習の

れている。C 教室は 2008 年度 8 月に 7 人の外国人

場を形成することを目指し、学校の教育を主目的と

の大人を対象として 25 人のボランティアの協力で

した C 教室が設立された。

表１

C 教室登録者の一覧表（2008 年度～ 2013 年度）

子 ど も
2008 2009 2010 2011 2012 2013
4月
19
21
16
24
34
5月
20
21
18
25
36
6月
23
21
21
25
38
7月
26
22
22
28
42
8月
25
22
22
28
41
9月 12
25
21
22
28
41
10月 10
25
22
24
30
45
11月 12
26
23
27
33
45
12月 14
27
23
27
37
46
1月 14
27
23
28
37
46
2月 20
27
23
28
37
46
3月 20
27
23
28
43
48

ボランティア
2008
4月
5月
6月
7月
8月
25
9月
32
10月
36
11月
37
12月
41
1月
41
2月
46
3月
49

大 人

ルーツ

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

2008 2009 2010 2011 2012 2013
12
18
15
16
25
12
19
17
19
30
14
20
21
19
31
17
21
21
23
31
7
17
21
21
23
32
9
18
24
22
23
35
18
24
25
23
27
36
18
25
26
25
27
37
18
26
28
25
29
38
18
30
28
26
29
38
18
30
28
26
30
39
19
30
28
28
31
40

（出典）C 教室提供データをもとに筆者修正および編集
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2009
58
62
64
66
66
66
66
70
70
70
70
70

2010
68
68
71
76
82
82
84
90
92
92
93
94

2011
100
103
110
118
126
131
141
153
156
160
168
172

2012
146
150
161
163
164
165
166
167
168
168
172
174

2013
55
63
66
66
67
69
75
78
81
97
105
127

2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン
2 ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム ベトナム
ペルー
ペルー
3 ガーナー ガーナー ガーナー ガーナー
ミャンマー ミャンマー
ペルー ペルー ペルー
ペルー
4
韓国 カメルーンカメルーン ミャンマー カメルーン カメルーン
5
マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア マレーシア
6
インド
韓国
インド
インド
7
インドネシア イラン
イラン
8
イラン
中国
中国
9
日本
日本
日本
10
バングラデシュ バングラデシュ
11
インドネシア
ネパール
12
韓国
13
台湾
14
パキスタン
15
5
6
7
10
12
15
計

外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程

この変化がなぜ起こったかについて、詳細なイン

－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－

ぞれのインタビュー調査では C 教室の成員である
四名（神父 D、シスター E、塾長 F、スタッフ G）

タビューデータを基に考察していく。

の協力者に情報を提供してもらった（二回目の調

５．研究方法

査はシスター E、塾長 F のみ）。それぞれのスタッ

今 回、2014 年 3 月 4 日（ 計 1 時 間 20 分 ） お よ び

シスター E が、2008 年から 2014 年は塾長 F とスタッ

2014 年 6 月 23 日（計 49 分 54 秒）に実施したそれ

フ G が関わっている。（図４）

筆者は 2011 年春より、C 教室に関わっている。

フの関与時期は、90 年代から 2014 年以降は神父 D、

2014 年 3 月 4 日実施の調査では、半構造化面接
の形を採用し、事前に以下の四点の質問をメールに
て確認してもらった。
① C 教室に参加するまでの過程と動機
② 当初、ニューカマーの子どもたちについての
「教育問題」をどのように知ったか。
③ ニューカマーの子どもたちの「居場所」はど
のような「場」であると考えているか。
④ C 教室に所属することで、ニューカマーの子
どもたちの「教育問題」について考えに変化
はあったか。
以上の質問項目をベースに、対話形式で 4 名同
図３

時に自由に発言をしてもらった。尚、IC レコーダー

C 教室の変化

を用いて音声の記録を行い、後日、テープの内容の
文字化を行った。また、同内容を各インタビュイー
に確認してもらい、より事実に基づく正確な内容へ
と修正した。
また、2014 年 6 月 23 日に実施した調査では、米
勢（2006）の類型論（表２）を地方学習室の特徴
を浮き上がらせるため使用した。使用方法は、米
勢（2006）の地方学習室の類型をシスター E、塾長
F に確認してもらい、それぞれの時期にどのような
特徴を持って展開されたかを聞き取り、筆者が類型
表にマークを挿入する形をとった。一回目と同様、
IC レコーダーを用いて音声の記録を行った後、テー
図４

プの内容の文字化を行った。

スタッフの関与時期
表２

米勢（2006）による地方学習室の類型

規定要因
活動目的 主催者の立場および意識
開催場所 活動者または学習者の利便性
主催者の立場・状況
開催日時
活動者の意識、学習者のニー
活動内容 ズ
活動方法 活動者の専門性・資質 学習
者の日本語能力・学習能力
活動者の意識、学習者の自律
性 参加者の数（活動者⇔参
活動形態
加者）
活動者・学習者の参加度

教室の特徴
(学習者の日本語習得)
駅前型
平日の昼間

（市民交流）
地域密着型

平日の夜間

学校型日本語教育

週末
地域型日本語教室

【学習の効果】
日本語教師型／学習者依存型／学習不在型
教師―生徒型
1⇔1～20
構成員の変動無し

学習支援型
1,2⇔1

共同学習型
同数（1～3）
構成員の変動有り
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本研究では、米勢（2006）の類型を効果的に活用
し、時期ごとの特徴を示すため、図３で表されてい

るものではなく、むしろ変容していく側面もあると
いう事を明らかにする。

る３つそれぞれの特徴の変化を明らかにする。
上記の特徴の分類を説明すると、外国人家族のサ
ポート活動を担うボランティアと外国人参加者の

６．インタビュー結果と考察
6 － 1．A 教会時代

90 年代は、A 教会のミサの参加者を対象として、

目的によって教室の特徴が規定されていることが
わかる。活動目的では「学習型」もしくは「生活相

教会内の一室で勉強や悩み相談を行っていたとい

談型」という目的別の設定がされており、また、大

う。神父、シスター、フィリピン人住民でグループ

都市の場合は交通の利便性を優先させた「駅前型」

を結成し、固定化されたメンバーで情報を共有する

の形を採用し、一方、地域の問題を担う立場として

形をとっていた。主に、決められた何かを「教える」

「地域密着」の形態をとる教室もある。その他にも、

というのではなく、ケースに応じて、学習者が「教

学習の効果では、日本語教師が教授内容をあらかじ

えて欲しいこと」を持ち寄っていたという。このこ

め用意してくる場合（日本語教師型）や、学習者が

とをまとめると表３のようになる。
特に A 教会の時代は外国人労働者やフィリピン

主体的に学びたいことを提案する形（学習者依存
型）、最後に、手探りで行う「学習不在型」がある。

人母親を対象に日常生活及び労働に関する悩み等

活動形態としては「教室型」
「マンツーマン」
「グルー

のサポートがされていた。

プ学習」があり、それぞれの参加者のニーズに合わ
神父 D

せて実施される。
米勢（2006）は、それらの類型を基に次のように

「外国籍の親たちは日本に長く滞在して、日本語を

述べる。「地域日本語教室の特徴は、主に主催者と

しゃべることができる人もいますが、字が読めない、

活動を担うボランティアによって規定される。いっ

書けないので、日常生活、あるいは仕事の上では大変

たん開催場所・日時が決まれば、そこに通える者は

な不便さをよく経験しています。例えば、
子どもを持っ

限定される。学習者は規定された特徴に合わせるこ

ている場合、度々学校から通知か大事な手紙が届いて

とのできる外国人住民によって構成され、開設後

も、字が読めないからその意味が分かりません。私に

もそれらの特徴は踏襲され固定化していく」。そし

は時々こういう体験がありました。教会でのミサを終

て、熱心な学習者とそれに応える熱心なボランティ

わってから 2 人のフィリピン人の男性が一枚の書類を

アによって支えられる教室となることで、活性化し

もって相談にやってきました。自分たちの社長から受

ている教室の特徴は相互に規定しあい、精鋭化し、

けたばかりの「簡単な紙」に社長のサインも押してあっ

固定化していき、学習意欲の低い学習者や専門性の

たので、
「サインしろ」と言われました。しかし、彼

伴わないボランティアの居場所はなくなっていく、

らは書いた文書の意味が解らなくて、不審に思ってい

と米勢（2006）は続ける。

たので私に見せました。
「来週の月曜日から現場に行

しかし、本論では、学習参加者の個々のニーズに
合わせ、スタッフやボランティアが対応を変化させ

かなくていい」とありました。結局、首切りだという
ことでした。
」2014 年 3 月 4 日

ていく過程に着目したい。それは決して固定化され
表３

規定要因
活動目的 主催者の立場および意識
開催場所 活動者または学習者の利便性
開催日時
主催者の立場・状況
活動者の意識、学習者のニー
活動内容 ズ
活動方法 活動者の専門性・資質 学習
者の日本語能力・学習能力
活動者の意識、学習者の自律
性 参加者の数（活動者⇔参
活動形態
加者）
活動者・学習者の参加度

80

ボランティア学研究

Vol.17

A 教会の特徴３）

教室の特徴
✔(学習者の日本語習得)
駅前型
平日の昼間
平日の夜間
学校型日本語教育

✔（市民交流）
✔地域密着型
✔週末
✔地域型日本語教室

【学習の効果】
日本語教師型／✔学習者依存型／学習不在型
教師―生徒型
1⇔1～20
✔構成員の変動無し

学習支援型
1,2⇔1

✔共同学習型
同数（1～3）
構成員の変動有り

外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程

シスター E

－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－

6 － 2．B の会時代

「私の場合は、C 教室ができる前から、ここに 20

「B の会」は 2006 年から約 1 年半続いている。こ

年くらい住んでいて、外国人の方たちと関わって

こで新たな「問題化」として、子どもの教育への着

きました。はじめは勉強というよりいろいろな問

目が大きくなっていったことがあげられる。「B の

題でしたね・・・。入管の問題とか、健康の問題、

会」に集まっていた母親が公立学校へ通う子どもに

それから仕事の問題をはじめ、日本で生活して困っ

対する教育の必要性を強く感じ取り、また、ボラン

ているあらゆる問題を D 神父さまやフィリピン人

ティア成員にとっても、学習型の教育システム構築

のリーダーに相談していました。そのうち日本に住

が課題となっていた。

んでいて、日本語がわからないとやっぱり困ると言

また、A 教会時代との大きな変化としては、週末だ

うことで（フィリピン人の）お母さんたちに、（シ

けではなく、平日の昼間にも対応する組織となったこ

スターたちが）教会で勉強したい人たちはどうぞっ

とである（表４）
。更には、
「市民交流」がより強調さ

て形で呼びかけて（日本語教室）をしていました。」

れる形となっている。それは、
外国の子どもたちの「不

2014 年 3 月 4 日

登校」や、
「プライベートな問題」への対応がより顕
著になっていた背景によるものであったという。

海外においても、宗教および教会の役割や位置づ
けと移民をめぐる議論は、居場所、アイデンティティ、

シスター E

所属コミュニティの比較等、様々なキーワードと共

「前はビザの問題とかでしたけど、結婚されてこ

に展開している。特に、Foner & Alba (2008) は、教会

ちら（日本）で子どもたちが大きくなると、自分の

及び寺院は慣れ親しんだ環境の中で仲間意識や友達

教育の受けてきた（母国の）環境とは違いますよね。

意識への機会を提供し、新しい国での慰めの源であ

そして、色んな説明があってもわからない。途方に

り、ストレス、つまづき、困難さから守るものであ

暮れる（外国人の）お母さんたちがいました。そし

るとまとめている。そして、A 教会もまた、
「慰めの

て不登校の問題もあって、そのことを相談されて、

源」としての機能を維持していることが窺える。

その子たちに対応するために B の会というのを作

A 教会は「対
「居場所理論」を手掛かりにすると、

り、勉強に来ていました。外国人のお母さんたちが

人関係としての居場所」と「社会的立場・将来を見

日本で働いて経済的な基盤が安定してきたら母国

据えた居場所」の両面を併せ持っていたことが窺え

から子どもたちを呼び寄せていくわけですが、日本

る。雇用上の深刻な問題を抱えた外国人労働者は、

語がわからないわけです。そしていきなり都立（の

社会的立場上の大きなリスクに直面し、神父 D に

学校）なら入れるので、そこへ行っても日本語がわ

相談を持ち掛けた。そして、「日本で生活して困っ

からないので不登校になるというわけです。そうい

ている問題」に悩む外国人にとって聖職関係者およ

う子が B の会に来ていました。」2014 年 3 月 4 日

び外国人のリーダー的存在は将来の社会的立場の
安定のみならず「人間的居場所」としても重要な役

シスター E
「（最初は）A 教会ではじめて、その後は、B の会で。

割を果たしていることがわかる。

教会では勉強だけでなくプライベートな話も聴い
表４

規定要因
活動目的 主催者の立場および意識
開催場所 活動者または学習者の利便性
開催日時
主催者の立場・状況
活動者の意識、学習者のニー
活動内容 ズ
活動方法 活動者の専門性・資質 学習
者の日本語能力・学習能力
活動者の意識、学習者の自律
性 参加者の数（活動者⇔参
活動形態
加者）
活動者・学習者の参加度

B の会の特徴

教室の特徴
(学習者の日本語習得)
駅前型
✔平日の昼間
平日の夜間
学校型日本語教育

✔（市民交流）
✔地域密着型
✔週末
✔地域型日本語教室

【学習の効果】
日本語教師型／✔学習者依存型／学習不在型
教師―生徒型
1⇔1～20

✔学習支援型
1,2⇔1

✔構成員の変動無し

共同学習型
同数（1～3）
構成員の変動有り
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神父 D

ていましたが、教会は人が多く個人的なことは話し
にくいことがわかり、X 駅に近い所に狭いアパート

「結局ボランティアでやるということですから、

を借りて B の会をつくりました。そこで相談を聴く

人を探さなければいけない。お金も探さなければな

ことと、不登校の子どもたちに勉強を教えました。」

らない。（教室の）家賃もかかります。しかし、カ

2014 年 3 月 4 日

トリックの教育の組織が様々にありましたので、そ
こへ当たってみたらどうかという事になりました。

「居場所理論」では、
「対人関係としての居場所」

対象となるのは（外国の）大人と子どもであったわ

に重点が置かれる組織として位置づけることができ

けですけど、同時に若い人のボランティアの精神も

るだろう。教会の時代は多くの人が利用し頻繁に出

大事ですから。そこで、4 つのカトリック系団体に

入りがあるため、個別の対応が難しかったという事

呼び掛けました。」2014 年 3 月 4 日

情もあるだろう。実際、
「共同学習型」として位置づ
けられていた A 教会の時代とは異なり、B の会は個

神父 D

別な相談や学習の形へと移行していることがわかる。

「最初は四ツ谷にあるカトリック系のホールの部

また、不登校の外国人児童生徒たちへの着目がより強

屋で実施しようと考えていました。それですとお金

くなった時期でもあり、その子たちへのケアの場所と

もかからないので。しかし、ここ（足立区）に住ん

して重要な役割を果たす組織であったことが窺える。

でいるフィリピン人や他の国の人の地域でやろう
という発想がありました。また足立区は人口が多い

6 － 3．C 教室時代

んですね。一方、教育施設（学校）が多くないんで

ニューカマー児童生徒のニーズが「日本語教育」

すね。なので、地域に貢献できるという意味もあり
ました。」2014 年 3 月 4 日

のみならず次第に「プライベートな相談」にも重要
度を高めていくにつれて、それを「問題化」した神
父 D とシスター E たちは、A 教会から B の会へと、

そして、新たに塾長 F とスタッフ G が参加した。

場所の移動を行うこととなった。しかし、その問題

塾長 F はカトリック系私立大学に教授として所属

意識は 2008 年に突如として顕在化したということ

していた背景がある。特に神父 D と塾長 F の存在は、

ではなく、A 教会の時期から既に胚胎していたもの

カトリック系学校の学生たちが C 教室にボランティ

であったという。新たに出発した C 教室は表５の

アとして参加する大きなきっかけとなっている。ま

ような特徴となる。

た、スタッフ G はカトリック信者として足立区に

C 教室は表１にも表されているように、2008 年

長年在住していた背景を持っている。

度以降はボランティアスタッフや外国人家族の数
も増加を見せている。このため、教室数の多いより

塾長 F

規模の大きい教室を維持するための費用がこれま

「その大学では、学生がもっとボランティアをす

で以上に必要となったという。また、教室の設置場

べきではないかという話も出ていたので、そういっ

所を足立区とすることにも意味があるという。

た動機付けはありました。そして、（私は）定年を
迎えて、（大学での）カトリックの人たちとの触れ

表５

規定要因
活動目的 主催者の立場および意識
開催場所 活動者または学習者の利便性
主催者の立場・状況
開催日時
活動者の意識、学習者のニー
活動内容 ズ
活動方法 活動者の専門性・資質 学習
者の日本語能力・学習能力
活動者の意識、学習者の自律
性 参加者の数（活動者⇔参
活動形態
加者）
活動者・学習者の参加度
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C 教室の特徴

教室の特徴
✔(学習者の日本語習得)
駅前型
✔平日の昼間
✔平日の夜間
✔学校型日本語教育

（市民交流）
✔地域密着型
✔週末

✔地域型日本語教室

【学習の効果】
日本語教師型／✔学習者依存型／✔学習不在型
教師―生徒型
1⇔1～20
構成員の変動無し

✔学習支援型
1,2⇔1

共同学習型
同数（1～3）

✔構成員の変動有り

外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程

－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－

合いの中で、（考えが）しみ込んでいたものですか

積極性、協調性といった社会性を習得する上で大き

ら、自然な流れで（C 教室に関わることとなった）。」

な役割を果たしている」と指摘しており、確かに

2014 年 3 月 4 日

精神的サポートとしての機能は不可欠なものでは
あるが、決してそれだけではないことが本調査で

シスター E

明らかとなった。「居場所理論」の枠組みを用いる

「その後、塾長 F がいらして、事務もしっかり作

と、C 教室は「自分の資質や能力を社会的に発揮す

りました。また、スタッフ G は A 教会の地域で信徒

ることができる」ことを目指した「社会的居場所」

として長いこといらっしゃいましたし、外国人のミ

への着目が大きいと思われる。さらに言えば、「自

サの時、ずっと一緒にいらっしゃいました。」2014

分の近未来が見えているかどうか」という側面か

年3月4日

ら考えると、日本語学習が進路等への将来への見通
しに貢献を果たす側面があるだろう。このように C

スタッフ G

教室は「生活相談」の機能は維持しつつも、「日本

「私の場合は足立に長いこと住んでいましたか

語学習」に重きを置く組織として再始動した。地域

ら、足立のことをよく知っているんです。」2014 年

的な交流の機能を失ったわけではなかったが、学校

3月4日

のカリキュラムとテキストを用いたマンツーマン
レッスンや、宿題を見る放課後教室としての機能、

以上により、C 教室は、運営費の確保とスタッフ・

さらには特定の高等学校への進学支援にまで範囲

ボランティアの拡大に成功した。C 教室は特に「学

を広げていったことがわかる。A 教会から B の会へ、

習者の日本語習得」の側面が強く機能している。授

そして C 教室と変容してきたのは、外国人家族と

業はマンツーマンで行われており、市販のテキスト

共にスタッフやボランティアが紡ぎだしてきたプ

ブックや子どもたちの学校の宿題ドリルを教材と

ロセスであると言える。

して使用している。また、中学を卒業する時期にな
ると高校進学へのサポートも行う必要が出てくる。
進学に必要な教科や作文の指導を行うこととなる。

７．おわりに
本論では、C 教室が、外国人家族の生活に関わ
る問題への対応から、不登校の外国人児童生徒へ

シスター E

の精神的ケア、そして、外国人児童生徒の教育と

「もともと、（C 教室は）受験のための場ではない

進学へのサポート、の三段階の変容過程をインタ

のですが、子どもが高校進学を希望すれば受験の問

ビュー調査によって明らかにすることができた。

題も出てくる。（初めは日本語の勉強のために来る

米勢（2006）の言うような「活性化している教室

が、そのうち宿題や、今勉強している数学や理科な

の特徴は相互に規定しあい、精鋭化し、固定化し

ども持ってくる。そうしているうちに受験の問題が

ていき、学習意欲の低い学習者や専門性の伴わな

出てくる。）」2014 年 3 月 4 日

いボランティアの居場所はなくなっていく」状況
は、本研究対象からは見られず、むしろ、協働関

シスター E
「作文の課題が「未来について」と書かれたら、

係の中から変化を積極的に行っていることがわか
る。この点から考察できるのは、C 教室のスタッ

日本語力の問題があって「未来」と言う言葉が分か

フが常に構成員の「居場所感」に目配りをしてい

らない場合がある。その時の事を考えて、一応、分

たことが大きいと考えられる。ニーズが異なる参

からない言葉があった時には白紙で出さないでこう

加者の意向をしっかりとくみ取り、場所や方法を

書きなさいねと前もって準備する。
」2014 年 3 月 4 日

変えながら対応してきたことが教室の「固定化」
を回避した要因の一つである。更には、カトリッ

久野（2002）は、「日本語教室やセンターは精神

クという宗教性が、多様な「他者」を受け入れて

的なサポートの役割を果たし、日本語学習を主目的

いくための基盤となっていると考えられる。実際、

としない、「国際理解講座」、「語学教室」といった

宗教団体の理解と資金援助により、同教室は構成

ボランティア活動を通して、外国人参加者が自信、

員のニーズに合わせた「変容」が可能になった背
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景がある。以上のことが、構成員の「居場所」を

がどうして学校ではできないのかなってね。
」2014 年

担保する要因であるとまずは結論付けたい。

3月4日

これはケーススタディである。しかし、他の日本
語ボランティア教室も同じように、参加する外国人

母国とのカリキュラムの異なりから、教室内で戸

家族とスタッフたちの相互関係の中で「居場所」の

惑う子どもや、学校からの配布物が読めず忘れ物を

意味づけを変化させているのではないかというイ

し、困惑する子ども、そして、たとえ学習への意欲

ンプリケーションを与えるために重要な研究であ

があったとしてもいじめやその他の様々な問題が

ると筆者は考えている。

あるため学校では肩身の狭い思いをし、勉強に集中

また、C 教室の変容過程として組み込めなかった
インタビューデータも多々あった。特にシスター E

できない子ども等、様々な子どもたちが C 教室を
頼ってきている現状があるのだという。

の語りは、外国人の子どもが直面する非常に繊細な

本研究により、マニュアルのように固定化された

問題とその子たちが抱えるスティグマをリアルに

サポートでは対応し切れない実態を見つつ、流動的

感じた。それらを最後に紹介したい。

な変容を整理することができた。そして、子どもや
大人たち一人ひとりが様々な事で悩みを抱え、そ

シスター E

れに臨機応変に対応してきた日本の宗教的ボラン

「
（ある子は小学校の）6 年生から入ったんですけ

ティア組織の一つのケースを明らかにした。今後の

ど、大変でした。国語の授業で授業参観へ行くと、

課題としては、本ケースを基盤にして、ボランティ

友達が出した教科書を見て、自分も教科書を出し

ア教室が課題に応じた変容を起こす要因を一般化

て、一歩ずつ遅れながらやっていました。また、図

していくことが求められる。

工の授業参観に行った時も、どこに赤色を書いて

最後に、実践の領域への提言として、外国人家族

どこに緑色を書いていいのかがわからない。縦笛

それぞれの繊細な悩みにいち早く気づき、その悩み

も吹いたことがなければ、習字をしたこともない。」

に対応するための「適切な場所」における「適切な

2014 年 3 月 4 日

対応」をすることが何よりも重要な課題であると考
える。マンツーマンで向き合うか、多人数で意見交

シスター E

換をするか、どの場所で悩みを聞くか、といった

「日本の学校のお手紙って多いじゃないですか。

様々なパターンの構想が外国人家族の多様なニー

いついつまでに何を持ってくるとか。それがお母さ

ズに対応するための欠かせない要素となることを

んは読めないんですが、先生も親が外国人だから一

主張したい。

回や二回は大目に見るんですよ。でも、いつも習字
や絵の具の道具を忘れていると、貸してもらうこと
ができないから恥ずかしい思いをするんですよ。」
2014 年 3 月 4 日

謝辞
本調査にご協力くださった足立区日本語ボラン
ティア教室スタッフの皆さまに心より御礼申し上
げます。

シスター E
「（外国の子どもに対する）いじめがあったんです

【注】

よ。それをその子は親には言わないんですよ。で、

１） 人口統計課人口動態統計係「東京都の統計」による

その子の兄弟は知っているものですから、（弟が）

と、「外国人人口は、平成 24 年 7 月までは外国人登

言おうとすると口をふさぐんですよ。でも結局、弟

録者数、平成 24 年 10 月からは住民基本台帳上の人

が話してくれて。そんなことがあったんだって。で

口」とされている。

も（私たちが）勉強を家まで教えに行って帰ってい

２） ニューカマー児童生徒とは、主に 80 年代より増加

くときに、シスターわざわざ僕たちのために来てく

したフィリピン系エンターテイナーおよび南米や中

れてありがとう、って言うんですよ。私は涙が出そ

近東からの労働者の子弟、90 年の出入国管理及び難

うになりました。行ったら、ちゃんと教科書を広げ

民認定法改正により来日した南米系家族の子弟等を

て待っているんですよ。これだけ意欲のある子ども

示している。また、本論のニューカマー児童生徒は
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外国人家族を受け入れる地方学習室の変容過程

－足立区カトリック系地方学習室へのインタビュー調査－

2000 年代に増加した東南アジア、中国等から来日し

動からの考察．鈴鹿国際大学紀要 Campana 13: 151-

た児童生徒も含めている。

168．

３）「A 教会の特徴」は、2014 年 6 月 23 日に実施したイ

Foner, Nancy & Alba, Richard. 2008. Immigrant Religion in the

ンタビュー調査において、シスター E、塾長 F に米

U.S. and Western Europe: Bridge or Barrier to Inclusion?

勢（2006）による地方学習室の類型表を確認しても

International Migration Review 42(2): 360–392.

らった。その上で、それぞれの項目に該当する情報
を応えてもらった。「B の会の特徴」
「C 教室の特徴」
も同様の手順で書き込みを行った。
【引用文献】
久野弓枝．2002．地域日本語ボランティア教室の限界と
可能性．北海道大学大学院教育学研究科紀要

86:

251-264．
久野弓枝．2004．日本語ボランティア教室研究の再考と
新たな視座 ― フェミニスト・ペダゴジーに着目して．
北海道大学大学院教育学研究科紀要 92: 49-61．
小島佳子．2014．日本語母語話者が地域日本語教室に参
加する意義 ― 日本語ボランティアの活動参加継続
につながる動機付け．神奈川県立国際言語文化アカ
デミア紀要

3: 101-110．

人口統計課人口動態統計係．東京都の統計．昭和 54 年か
らの時系列データ．掲載月日不明（http://www.toukei.
metro.tokyo.jp/gaikoku/ga-index.htm 2016.1.12）．
住田正樹・南博文編．2003．子どもたちの「居場所」と
対人的世界の現在．九州大学出版．
田中治彦．2012．若者の居場所とユースワーク．田中治
彦・萩原建次郎編．若者の居場所と参加 ― ユースワー
クが築く新たな社会．東洋館出版社．2-14．
藤竹暁編．2000．現代人の居場所．至文堂．
水野かほる．2012．日本語ボランティア活動を通じて大
学生は何を学ぶのか ― 活動報告の分析から．国際
関係・比較文化研究 10(2): 383-397．
矢野泉．2006．アジア系マイノリティの子ども・若者の
居場所づくり．横浜国立大学教育人間科学部紀要 I
教育科学 8: 261-273．
矢野泉．2007．エスニック・マイノリティの子ども・若
者の居場所をめぐる考察．

横浜国立大学教育人間

科学部紀要 I 教育科学 9: 169-177．
米勢治子．2006．「地域日本語教室」の現状と相互学習
の可能性 ― 愛知県の活動を通して見えてきたこと．
名古屋市立大学大学院人間文化研究科人間文化研究
6: 105-119．
渡邊優生．2007．多文化共生を目指した地域日本語交流
活動 ― 地域日本語ボランティアの新設と日々の活

ボランティア学研究

Vol.17

85

奴久妻

駿介

Changing Processes in a Community-based Japanese Language Class for Foreign Families:
Interview Survey in a Catholic Community-based Japanese Language Class in Adachi City
Shunsuke Nukuzuma
(Hitotsubashi University)
This study focuses on the teaching process in a Catholic community-based Japanese language class for foreign families
in Adachi city. The study considers the framework of the “sense of belonging” theory. The methodology was an interview
survey (semi-structured interviews) and the participants (Father D, Sister E, the headmaster of the class F, and staff G)
were four staff members of the language class. In conclusion, through the results of the qualitative survey, this research
clarified that the language class followed three processes: 1. daily life support for foreign families, 2. mental healthcare
for foreign students displaying truancy, and 3. support in studies and high school entrance exams for foreign students
belonging to Japanese public schools. First, with regard to the “sense of belonging” theory, the class displayed both
aspects, namely a “place for better relationships,” which perceives the lives of foreign families as important and a “place
for foreigners’ social status and their future.” Second, the class can also be regarded as a “place for better relationships for
truant students” as the class structure supports and enables them to build personal relationships with other people. Finally,
the class is also positioned as a “social place,” which allows foreign students to completely focus on the development of
their social abilities.
Keywords : foreign student, sense of belonging, community-based Japanese language class, catholic church
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【研究ノート】
国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯
黒

瀬

聖

子（国際教育交換協議会日本代表部）

【要旨】
ピエール・セレゾールは、1879 年にスイスに生まれ、２つの大戦の時代に、スイスに於いて、真の平和を
追い求め続けた「平和主義者」である。第 1 次大戦勃発のため、セレゾールは滞在先の神戸から急遽、帰国した。
当時のスイスは「永世中立国」ではあったが、軍備も兵役も国民の義務となっていた。セレゾールの「平和運動」
の原点は、第 1 次世界大戦中の 1915 年に、スイスで初めて「良心的兵役拒否者」が、投獄されたことにあった。
彼は、「『良心的兵役拒否者』を罰するのではなく、彼らを代替労働としての『「国際ワークキャンプ』」に従
事させよ」と、国に訴え続け、一般の人々には、「良心的軍事税支払い拒否」を訴えた。そして第１次大戦終
戦直後の 1920 年に、セレゾールはフランスのヴェルダン近郊で、世界で初めての「国際ワークキャンプ」を行っ
た。キャンプは成功をおさめ、その後、「SCI（市民奉仕団）」を設立し、スイス国内外で災害の復興支援など
の多くのキャンプを行った。キャンプは「国際（多国籍）」を条件とし、国を守る「軍隊」ではなく、全世界
の人々のための「市民奉仕団」を構成した。また彼は、キャンプを「良心的兵役拒否者の代替労働の受け皿に」
と考え、スイス軍とも良好な関係を保ち、援助も受けた。しかしスイスに於いて、「代替労働」が認められた
のは、1991 年になってからであった。そして平和構築を目的として始まった「国際ワークキャンプ」は今日、
世界中で行われている。
【キーワード】平和主義者、良心的兵役拒否、ヴェルダン、国際ワークキャンプ、平和構築

はじめに ― 研究の背景と経緯

筆者が 2009 年より担当している国際教育交換

2011 年春： スイスのラ・ショー・ド・フォン（La
Chaux-de-Fonds） 市 立 図 書 館 へ 行 き、

協議会（CIEE）の「国際ボランティアプロジェク

2011 年の 1 月まで開催されていた「セ

ト」のルーツが、1920 年にフランスのヴェルダン

レゾール展 “A lifetime serving Peace” 」

（Verdun）で行われた国際ワークキャンプにあり、

の資料を入手。展示会の責任者から、

その創始者、スイス人のピエール・セレゾール（Pierre

研究についてのアドバイスを受ける。

Ceresole）について、スイス在住経験を持つ筆者は

2012 年春： スイスのローザンヌ大学図書館へ 5 日

関心を持った。セレゾールは、1879 年にスイスに

間通い、セレゾールの直筆のノート 81

生まれ、2 つの世界大戦の時代に「永世中立国スイ

冊を閲覧する。ベルンにある、セレゾー

ス」に於いて、
「『良心的兵役拒否者』を罰するので

ルが設立した「SCI 市民奉仕団（Service

はなく、代替労働として『国際ワークキャンプ』に

Civil International）」の事務所を訪問。

従事させよ」と訴え続けた「平和主義者」であった。

2013 年春： ローザンヌ図書館を再訪。セレゾール

後に、セレゾールが第 1 次世界大戦開戦前の 2 年

のノートの中で、日本滞在とその前後

間、日本に在住していたという事実を知り、セレ

に書かれた 24 冊について、デジタル

ゾールという人物に一層関心を持つようになった。

化を依頼すると、約 1 か月後に、デー

そして「セレゾールの日本での経験が、後に彼が行

タが送られてきた（自宅で、「ノート」

う『国際ワークキャンプ』の思想に何らかの影響を

が読めるようになったが、内容は手書

与えたのではないか」という問いを持ち、2011 年春、

きで、100 年前のフランス語のため、

研究を開始した。研究の経緯は以下の通りである。

ネイティブでも理解は容易ではないと
のことが判明）。ジュネーブ大学図書

ボランティア学研究

Vol.17

89

黒瀬

聖子

館を訪問。「セレゾール伝」の著者ダ

統領などを歴任し、明治維新から間もない時期に渡

ニエル・アネット氏（Daniel Anet: ジュ

欧した、岩倉使節団に面会した人物でもある。

ネーブ大学図書館の司書を歴任）につ

9 人兄弟の下から 3 番目で、9 歳の時に母親を亡

いての情報を探したが、手がかりは得

くす。長姉が母親代わりとなり、父親を中心に大家

られなかった。

族の家事を切り盛りして、「家庭は幸福そのもので

2013 年秋： セレゾールが日本で在住した神戸を訪
問。神戸市文書館で、彼の下宿先およ

あった」（アネット =1981: 21）。
セ レ ゾ ー ル は、 家 の 近 く に あ る ガ ン デ ナ ー ズ

び勤務先の所在地を確認した後、旧外

（Gantenaz）の森を散歩するのが好きで、森の中で、

国人居留地内を歩く。勤務先のディー

母を亡くした喪失感を癒し、また天からの声を聴く

ゼルエンジンなどを製造する、スイス

という霊感のある青年だったという。その頃から、

のスルザー（Sulzer）社の神戸本社を

キリスト者として、「実践をしなければ」という思

訪問。セレゾールについて尋ねたが、

いを抱いていた。

後日、「100 年前のことは不明」との返
事をもらった。
2014 年秋：「世界初の国際ワークキャンプ」が行

1-2．研究者としてのセレゾール
1897 年、ヨーロッパ最高レベルのチューリッヒ

われたフランスのヴェルダン（Vredun）

にある連邦工科大学（ETH）に入学。機械工学を勉

へ行き、「ヴェルダンの戦い」の遺跡

強し、優秀な成績を収める。2 年先輩に、アインシュ

を訪問し、資料を収集する。スイスの

タイン（Einstein）がいた。

ヴィンターツール（Winterthur）の文書

1903 年にはチューリッヒ大学から博士号を与

館へ行き、スルザー社についての資料

えられる。勉学に集中しつつも、精神的に満たさ

を閲覧し、第 1 次大戦前後の会社の歴

れない思いを常に感じていた。その頃セレゾール

史を調べるが、セレゾールに関する情

は、ジュネーブ大学の心理学の教授、フォローノ

報は、得られなかった。

イ（Flournoy）の「道徳的、宗教的な平安は、ちょっ
と散歩するとか、いっとき静かな瞑想にふけること

研究開始以来、「セレゾールの日本での経験が、
後に彼が行う『国際ワークキャンプ』の思想に何ら

によって取り戻される」という言葉に強い印象を受
け、開放感を得たという。

かの影響を与えたのではないか」という問いの答

1905 年、チューリッヒ大学で教職を得るが、大

えを求めてきたが、「100 年前の神戸の資料がなか

して嬉しいとも思わなかったという。「彼は、つま

なか見つからない」「セレゾールの直筆のノートの
データを入手できたものの、（古い）フランス語が
容易に解読できない」などの壁にぶつかった。
そこで今回は、セレゾールの 66 年の生涯を、彼
の行った数々の「平和運動」を中心にまとめ、その
ハイライトともいえる「国際ワークキャンプ」の
理念を明らかにすることにした。そして「国際ワー
クキャンプ」が、「平和構築」を目指して行われた
ものであることを確認した。

１．幼少期から旅立ちまで（1879 年～
1909 年）
1-1.

誕生から青年時代

、スイスのローザンヌの比
1879 年（明治 12 年）
較的裕福なクリスチャン（プロテスタント）の家庭
に生まれる。父親は最高裁判事や第 25 代スイス大
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写真１

ピエール・セレゾール

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

るところ真理にいたる人生の道を探していたので

とフランス文学を教えることになった。その他にも

ある」（アネット 1981: 27）。その年、セレゾールの

ハワイ王家の子弟に数学を教えたり、文芸クラブ

父親は、子供たちにかなりの財産を残して、この世

で英語で講義をしたり、様々な経験をした。高給

を去った。

を得て、美しい自然と穏やかな気候の中で恋愛も

1907 年からは、ドイツのミュンヘンへ行き、エッ

経験し、ハワイの生活を満喫しているかに見えた

クス線の発明者レントゲン（Röntgen）らと共に、

セレゾールだが、裕福で怠惰な生活に罪悪感を抱

物理と数学の研究をした。

いていた。

1909 年には大学教授の招聘を受けたが、それを

1912 年 9 月初旬、失恋の痛手から立ち直れない

断り、研究室を去ることにした。研究生活に疲れ

まま、「より荘厳な美」（アネット 1981: 42）を求め

たからである。
「真理とは単に知識の問題ではなく、

て、日本に向けて出帆した。

実生活において、真理とは愛と献身なのである。」

日本へ向かう約 3 週間の船旅の中で書かれたと思

という友人の言葉に勇気づけられ、ピエールは、抽

われる直筆のノートには、日本の地名や人名、カタ

象的思考の実験室を去り、いろいろな人との出会い

カナで書いた自分の名前などが見られる。

を求め、アメリカに向けて出航したのだった。

セレゾールの日記は、アメリカへ旅に出る 1909
年から 1935 年頃まで、小型のノート 81 冊が残され

２．世界への旅立ち（1909 年～ 1914 年）
2-1．アメリカとハワイへ

ている。そのうち No.16 ～ No.29 が、日本滞在とそ
の前後に書かれたものである。100 年前の手書きの

1909 年 10 月、30 歳になったセレゾールは、兄

フランス語ということで、ネイティブでも内容を理

エドワードと共に、アメリカへ旅に出た。研究生活

解するのは難しいという。ただスケッチや図表、た

の疲れを癒すための、1 か月程度の観光旅行の予定

くさんの数式が書かれているので、眺めているだけ

だったのだが、実際には 5 年の旅となった。アメリ

でも興味がわいてくる。

カ到着までの船の中で彼は、「観光旅行は自分の望
むものではない。手仕事をして収入を得て、労働者
と共に生活をしよう」と決心した。
アメリカの地でまず、農場で仕事を得た。鋤（す
き）を渡されたが最初は使い方がわからなかった
が、やがて 1 日働くと 1 ドル稼げるようになった。

2-2．日本に到着
1912 年 9 月末、船は横浜に到着した。しばらく
東京に滞在し、その後、岐阜や京都、琵琶湖などを
経由して、1913 年 3 月に神戸に移動した。
ピエールの著書、「Vivre sa vérité, Carnets de Route

そして次は墓掘り、鶏小屋の番人（小屋の掃除と

（汝の真理を生きよ）」の中に、
「Au Japon（日本に

1 日 2000 個の卵を数える）をして、貧しい労働者

て）」という章がある。筆者は、その内容を旅行記

たちと一緒に粗末な小屋で寝起きしながら働いた。

や見聞録のようなものと想像していたが、実際は哲

1910 年 6 月には、カリフォルニアにある石油会社

学書のようで、心の中の想いを綴った抽象的な表現

で職を得て、機械工としても働いた。人生初めての

が多く、彼の具体的な日本体験を知るヒントは、そ

肉体労働を経験し、現実の社会の厳しさを知り、労

の中からあまり得られなかった。

働者との生活を通して他人との生き生きとしたふ

セレゾールは、日本の工業化の一環として募られ

れあいを体験。後の人生に大きな影響を与えること
になった。彼が、第 1 次大戦後に設立する団体（SCI
市民奉仕団）のシンボルマークにはスコップとツル
ハシが描かれている。
精神的に満たされた生活を送っていたが、セレ
ゾールは同年 9 月半ば、アメリカを去り、ハワイ
に向かった。1 か月後、ホノルルに到着し、そこで
も引き続き、肉体労働を探したが、
「白人王国」で、
階級差が激しい社会のため、セレゾールにとってそ
れは困難を極めた。結局、ハワイ大学でフランス語

写真２

セレゾールの直筆のノート
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た数百人の外国人技師の一人として、来日した。神
戸にあるディーゼルエンジンなどを製造するスイ
スの会社、スルザー（Sulzer）社でエンジニアとし
て働き、外国人居留地内のスイス人宅に下宿した。
「ハワイで夢にまで見た体を動かす仕事につけた」

・ 美しい日本の森が彼に喜びを与えた（アネッ
ト 1981: 45）。
・ 彼は好奇心旺盛に、神戸の町を歩き回り、多
くの友人を得た。貧しい人々や娼婦にも暖か
いまなざしを向けた（Bietenholz 1962: 20）。

（アネット 1981: 43）のである。
その当時から戦争勃発までの外国人居留地内で

100 年前の日本人の暮らしは、スイス人のセレ

の生活は、セレゾールが住む 10 年ほど前まで、欧

ゾールには、まったくの「異文化」であり、驚きの

米人を中心とした自治が行われていて、「本物の外

連続であったと察するが、その中で彼は、「着てい

国だった」（神戸外国人居留地研究会 2005: 45）そ

るものや、習慣、言葉などの違いは全く些細なこと

うで、日本人の庶民の生活と比べると、安定した豊

だ。人そのものが大事なのだから」と語っている。

かな生活をしていたと察せられる。英語で情報を得

セレゾールにとって「和解」とは、まったく異なる

られる環境にあり、スイス人宅に下宿していたこと

と思われるものの中から、
「同じもの（こと）」を見

もあり、居心地はよかったのだろう。

出す喜びや安心感だったのかもしれない。

セレゾールの後の活動の指標となる言葉「和解

筆者の研究のきっかけとなった、「日本在住の経

Reconciliation」が初めて、日本で書かれた日記（1914

験が、国際ワークキャンプの思想に何らかの影響を

年）の中に登場する。日本での経験や見聞きしたこ

与えたのではないか」との問いの答えはまだ見つ

との中に、「和解」を活動の指標とするためのヒン

かっていない。しかし「1914 年、ピエールは日本で、

トがあったのではないだろうか。セレゾールの日本

平和への献身とその探究に、ますます深い関心をよ

に対する印象は、以下の記述から推測することがで

せ始めていた」（アネット 1981: 6）と、言及されて

きる。

いることから、日本がセレゾールにとって、失恋の
傷を癒し、自らの進むべき道を模索し、それを見出

・躍 進 し つ つ あ る 国 の 熱 っ ぽ い 雰 囲 気 の 中 に
あって彼は、「人はその未来によって義とせら
れる」と語っている（アネット 1981: 43）。

し実行する決意を与えられた場所であることは間
違いないであろう。
1914 年 6 月に起きた「サラエボ事件」以降のヨー

・ いろいろな点で自分とは違うが、人間の見方

ロッパ情勢について、彼は神戸発行の英字紙「Japan

では意見が同じである日本人がとても好き

Chronicle」や神戸在住の外国人を通し、かなり把握

だった。「着ているものや、習慣、言葉などの

できていたと思われる。

違いは全く些細なことだ。人そのものが大事
なのだから」（同上）
・ 子供が大事にされ、大人と同等に扱われてい
る（Bietenholz 1962: 20）

３．帰国からヴェルダンまで（Verdun）
（1914 年～ 1920 年）
3-1．スイスへの帰国

1914 年 7 月、第 1 次世界大戦が勃発したため、
セレゾールは、多くの友人に見送られ、住み慣れた
日本を去らなければならなかった。
5 年前、「現実逃避」から旅に出て、1914 年夏、
戦争に向かって突き進むヨーロッパのど真ん中に
位置する中立国スイスの「現実を変革する」ために、
帰国を決心したのだった。
「航海はいつもピエールに熟考の機会を提供した」
（アネット 1981: 50）航海中、彼は、
「行動は正しく
行われること、行動する自由をえること、人に頼っ
て生きるのではなく、
人のために生きること（アネッ
写真３
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ト 1981: 50）
」などを行動の原理として設定した。

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

スイスに帰ると、祖国の自然は変わらず美しい
が、平和時にはただの区切りにすぎない国境線が、
危険な戦線と化していた。
セレゾールはまず、日本で考えていたことを実践
しようと、親から受けた遺産を国に返上した。そ

尊敬しなさい。
祖先を、彼らが過ちを犯したとしても尊敬しなさ
い。彼らが過ちを犯したことによって、君たちが再
び同じ過ちを犯さなくて良いのだから」（アネット
1981: 110）。

のうえで、生計を立てるために、バーデンにある

セレゾールは軍事税の支払い拒否を実行する。連

蒸気タービンを造るブラウン・ボーベリ（Brown

邦裁判所は罰金刑や差し押さえという「人道的な措

Boveri）という会社に機械工として就職することに

置」を取りたかったが、彼には、差し押さえる物も

した。「何も望んで、貧しい工場労働者にならなく

お金もなく、投獄された。

ても・・」と、周りは残念がった。
機械工としての仕事には満足を感じていた。戦

3-3．クエーカー教徒との出会い

争はヨーロッパ各地に広がり、スイスは直接戦火

1919 年 11 月、セレゾールのもとに、オランダ

に巻き込まれることはなかったが、危機感や無力

のユトレヒト近郊のビルトホーヘン（Bilthoven）で

感が人々を襲い、職場にもそのような雰囲気があっ

開催される「キリスト教 平和主義者の会」への出

たようだ。

席の誘いが、レオナルド・ラガツ（Leonald Ragaz）
というスイス人の神学者から来た。ラガツは牧師や

3-2．「平和運動」を開始
1915 年、ある村の学校教員のジョン・バウドラ

教授の職を捨て、労働者教育と平和主義に身を献げ
た人である。

ツ（John Baudraz）が、スイスで初めて兵役を拒否

その会は、第 1 次世界大戦中、イギリスで設立さ

した。彼は 4 か月の禁固刑に処され、それに刺激を

れた「友和会（the Fellowship of Reconciliation）」の

受けたセレゾールは行動を開始した。セレゾール自

集まりで、参加者の大部分は、各国で兵役を拒否し、

身は体が弱かったため、兵役は免除されていた。

投獄体験のある諸教派のクリスチャンである。そ

1917 年 11 月、チューリッヒにあるプロテスタ

の中でセレゾールは、「クエーカー（フレンド派）」

ントのフランス語教会で、礼拝の後、「兵役と軍事

という「良心的兵役拒否」を信条とする教派の人々

税の支払いを拒否し、数か月の投獄という比較的軽

の意見に共感を覚え、
「『一筋の光』を見出した」
（ア

い刑（殉教）を受けてください」というアピールを

ネット 1981: 113）。

行う。
1918 年 8 月、平和を訴えるために、戦争中のド
イツへ、かつて散歩で歩いていた森を通って入国を

会議では、これからとるべき行動について話し合
われた。
ここで彼は、ウイットに富み、知性あふれた女性

試みるが、失敗し、投獄される。

リリアン・スティーブンソン（Lilian Stevenson）に

1918 年夏、会社をやめる。

恋をする。リリアンは熱い友情で彼を支えてくれた

1919 年 10 月、終戦となる。

が、それ以上には発展しなかった。

失業中に、ヴェヴェイ（Vevey）のプレイアード

やがてセレゾールは、語学力を買われ（母語のフ

（Pléades）にある学校の校長アウグスト・ラリーブ

ランス語、ドイツ語と英語が堪能）、友和会におけ

（Auguste Lalive）から、数学、物理学、動物学を教

る最初の国際部書記長に就任し、ビルトホーヘンに

えてほしいと頼まれ、快諾する。故郷の美しい光景

とどまることになった。主な仕事は、次年度の会議

を眺めつつ、幸せな日々を送った。セレゾールは、

の準備だった。

愛と情熱を持って子供たちを教え、以下のような
メッセージを子供たちに、よく語っていた。
「君たちがこの世に生まれたのは、君たちより先

1920 年 8 月、セレゾールが中心となって準備し
た会議が開かれる。平和構築のための活動につい
て、主な内容は 2 点である。

に生まれた人たちができなかったことをするため
だ、ということを忘れてはいけない。祖先を模範

１）良心的兵役拒否者を投獄せず、友和会のよう

として尊敬するのではなく、人生の行路に出発し

な国際的共同体に送って欲しいと政府に求

ようとする君たちを、肩に担ってくれた人として

める。
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２）具体的なアクション（国際的なプロジェクト）
の準備についての合意を得る。
・戦争からの復興を真剣に考えている人を
奉仕活動に巻き込んでいく。
・場所を探し政府に働きかけ協力させる。
・団結してそれにあたり、様々な基金を利用
する。

＜参加者＞

パリス、セレゾールと兄のエルンスト

（軍大佐）、ドイツ人 3 名（うち 2 名は戦争に参
加した）、ハンガリー人、スイス人数名、料理
と看護担当の女性 2 名。
＜作業内容＞

家を失った人々のための応急の小

屋作り、および環境整備。
小屋の建築資材や作業具、食料や食事のための

・事業を通して「建設の力、破壊の力にま

道具は地区の建設局より提供される。

さって余あること示す」（アネット 1981 :

若干の謝礼が支払われる。

122）
。

ドイツ人を含む、いかなる外国人も参加を拒否

フランスの復興のためにドイツ人が協力す

されない。

るのはシンボルとして大きな効果あり。
「ヴェルダン」は、第 1 次大戦中の 1916 年 2 月
会議の後、セレゾールはベルリンへ行き、イギ

～ 12 月、ドイツとフランスの間で激しい塹壕戦が

リス人のクエーカー教徒、ヒューバート・パリス

行われた場所である。ドイツ軍が、パリへと続く街

（Hubert Parris）と会う。パリスは 1919 年以来、パ

道沿いにあるヴェルダンを攻撃するために、フラン

リで様々な救援事業に加わっていた。彼は友和会

ス軍に攻撃を仕掛けた戦いだが、「両軍ともに文字

のメンバーからセレゾールのことを聞き、ぜひ自

どおり闘うために闘った。獲得したり喪失したりす

分の体験を語り、学んだ方法を伝えたいと思った。

べき獲物は何もなく、人が殺されて、勝つことが光

ベルリンのホテルで 2 人は真夜中まで語り合い、パ

栄であった。」（テイラー 1980: 134）フランス軍 36

リスは、「この夜、『国際市民奉仕団』が誕生した

万人、ドイツ軍 33 万 5000 人もの死傷者を出した。

のだ。ピエールの理想と私の実際の体験が混じり

その他に多くの外国人兵士も死傷したという。

合い、新しい意味を持つものとなった」（アネット
1981: 124）と語っている。

ヴェルダンの歴史は、仏独両国のナショナリズ
ムと憎しみの歴史だが、1984 年 9 月に行われた追
悼式典に於いて、当時のミッテラン仏大統領とコー

1920 年 10 月初旬、2 人は戦争の爪痕がひどく残

ル西独首相が手をつないで犠牲者を追悼した。欧

る、フランス東部のヴェルダンへ行き、キャンプの

州連合（EU）の原点は「仏独の不戦の誓いにある」

準備を始めた。

といわれ、今日のヴェルダンは、和解の象徴、平和

終戦から 2 年余、多くの村々が再建されるのを見
て、そこで村長や知事にも会った。いくつかのボラ
ンティア・グループが既に復興の仕事を始めてお

を祈る場所として、多くの人々が訪れる戦争遺跡と
なっている。
1920 年 11 月中旬に始まったキャンプは、寒さ

り、彼らはセレゾールたちをさほど歓迎している様
子ではなく、疑いのまなこを向けている様でもあっ
た。しかし近郊のエスヌ（Esnes）で彼らは、丁重
に迎えられたので、そこで「『ビルトホーヘンの理
想』を実現しようと心に決めたのだった」（アネッ
ト 1981: 127）。
3-4．ヴェルダン、世界で最初の国際ワークキャンプ
1920 年 11 月中旬

世界で最初の国際ワークキャ

ンプ、
「パリスとセレゾールのキャンプ」が始まる。
詳細は以下の通り。
＜場所＞

ヴェルダンから約 1.6KM 離れた エスヌ
写真４

で行われた。
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世界で最初の国際ワークキャンプ

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

が厳しい冬の間も、ボランティアたちは経験のない

講演して回り、多忙を極めた。しかしスイス人の軍

小屋づくりに黙々と励み、小屋がいくつもでき上が

隊に対する信頼は強く、請願は受け入れられず、前

り、人々が住んだ。だが戦争が残した心の傷は深く、

途は多難に思われた。

「ドイツ人は出て行くべきだ」といった声が相変わ

それから 70 年の歳月を経て、スイスでは 1991 年、

らず上がった。「ドイツ人が参加してこそ、この奉

国民投票によって「良心的兵役拒否」が認められる

仕活動に意味がある」（アネット 1981: 132）と、セ

ようになった。そして福祉、介護、医療、環境保護

レゾールたちは考え、翌年の 1921 年 8 月にキャン

などの代替労働（Zivildienst）が制度として定めら

プをたたむことにした。

れたのである。

このキャンプの書記を務めたセレゾールは、活動
の詳細をノートに記録していたが、「この計画の総
決算は成功と出た」
（アネット 1981: 132）と記した。
参加者たちは解散する際に、「国際ワークキャン

４．国際ワークキャンプと「平和運動」①
（1921 年～ 1931 年）
4-1．「市民奉仕団（SCI）」としての活動

プ」が「平和構築」を目的としたものであったこと

セレゾールは、市民奉仕団が「人類に仕え建設

を確認し、次の機会にまた団結しようと固く心に決

的な仕事をする」（アネット 1981: 144）ことを世に

めた。

示すことが重要と考え、プロジェクトを探した。そ

このキャンプに参加したことによって、セレゾー

してヴェルダンで誕生した「市民奉仕団」は、彼の

ルはプレイアードの教師を退職していたが、ジュ

指揮のもと、スイスや近隣諸国で、自然災害の復興

ネーブ湖畔のグラント（Gland）にあるクエーカー

支援や失業者の自立支援などのキャンプを行うこ

派の学校から来て欲しいと声がかかり、喜んでこの

ととなった。

仕事を引き受けた。
彼は平和運動を続けながら、フランス語、ドイ

1922 年 8 月 7 日～ 27 日、スイスのレゾルモン（Les
Ormonts）

ツ語、歴史、数学、自然科学、そして、「当時多く

雪崩被害の救済キャンプ。イギリス人、オランダ

の平和主義者にとって希望のシンボルだった」（ア

人、スイス人、14 歳～ 57 歳まで 19 人が参加。村

ネット 1981: 133）エスペラント語も教えた。

人からの募金が集まり、初めて収入を得ることがで
きた。

3-5．「良心的兵役拒否者の代替労働」請願書を提出
1921 年 12 月、セレゾールは「全人類の幸せを
願いつつ自分の国に仕えようと思うならば、誰でも

1922 年 10 月中旬～ 12 月中旬、スイスのソメオ
（Someo）
土砂崩れによってつぶされた村の救済キャンプ。

兵役のかわりに自由に奉仕活動を行うことができ

310 人が応募。セレゾールの総括は、以下のとおり

る」（アネット 1981: 135）という考えから、「良心

である。

的兵役拒否者の代替労働」を認めるよう、国に請願

・ セレゾールの兄（スイス軍大佐）のリーダー

書を提出した。請願書の署名を集めるために国内を

シップが発揮された。特定の状況下では、断
固たる命令が必要で、軍隊のプラス面が出た。
・ 失業中の若者も（無報酬だが、食いつなげる
ので）参加した。リーダーの素質がある者を
選び出し、怠け者に用具や仕事の責任を与え
ることによって、道徳的に堕落してしまった
若者を人間として再生させることに成功した。
・ 若者に、戦争に匹敵する価値のある何かを与
えなければならない。
1925 年、セレゾールは、グラントの学校を退職
し、チューリッヒにある「スイス平和行動センター
（the Swiss Center of Action for Peace）」の書記に就

写真５ ミッテラン元仏大統領とコール元西独首相の和解の握手

任する。いつでもキャンプがあれば、招集に応え
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られるよう、教師よりいいと考えたからである。
1928 年 1 月、セレゾールの兄が、リヒテンシュ

1929 年 5 月、3 月に起きた集中豪雨で洪水被害
を受けたフランスのラガルド（Lagarde）での復旧

タインの皇太子に拝謁し、大洪水の被害を受けた

支援活動が始まる。スイス、フランス、イギリス、

シャアン（Schaan）に「市民奉仕団」の受け入れを

ドイツから志願者が集められた。スイスの軍用物資

打診した。はじめは疑惑と驚きを持って受け止めら

を乗せた列車が、外国の町を援助するために初めて

れたが、すぐに全面的な理解を得ることができた。

国境を越えた。

4 月からキャンプが開始。インド人、ドイツ人、

活動開始当初 30 人だった志願者は、夏の終わり

イギリス人、デンマーク人、スエーデン人、オラン

までに 250 人に達し、満足すべき成果を出して終

ダ人など、そして 300 名のスイス人が参加。スイス

了した。

軍からの軍用物資の提供もあった。被災地住民とボ

その頃、ラ・ショウ・ド・フォン（La Chaux de

ランティア、ボランティア間にも国際協力が見られ

Fonds）の公立学校がセレゾールを招き、国防問題

た。10 月中旬、キャンプは大きな成果を上げて閉鎖

について自由に語らせるということがあった。そし

された。反省として、
「熟練者の不足」があげられた。

て、その学校から歴史の教師として招聘を受ける。

熱意だけでは支点のないテコのようなものだ、と。

彼の政治的立場を問題視し、採用に反対の声も多

1928 年 4 月、シャアンのキャンプと並行してセ
レゾールは、ヌシャーテル（Neuchâtel）の市議に立
候補し、当選した。しかし彼は「4000 人の有権者が

かったが、校長のアウガスト・ラリーヴが強く彼を
推し、採用が実現する。
1931 年、イギリスのウエールズ（Wales）から、

私をここに送ったのは、
『憲法 17 条 兵役の義務』に

ある教師がセレゾールのもとへ、「失業者を奉仕団

抗議するためであり、私はこの条項に反対する」と、

に入れ、彼らのモラルを高揚させるプロジェクト」

市議としての「憲法に対する忠誠宣言」を行わなかっ

について相談に来た。第 1 次世界大戦の終戦から

たために、辞任に追い込まれた。
「彼の天職は別の

10 年が過ぎ、ヨーロッパでは、経済的混乱と大量

領域にあったのである」
（アネット 1981: 190）
。

失業の時代が始まっていた。
ウエールズでのプロジェクトは、20 人程度の市
民奉仕団の協力を得て、まずゴミを撤去して、そ
のあとに花壇とプールを作るという簡単なもので
あった。最初は、周りの冷ややかな目もあったが、
やがて奉仕の精神が失業者たちに行きわたった結
果、彼らが熱意を持って作業を引き継いだという。
4-2．ガンジーとの出会い
1931 年 12 月、セレゾールは、インドのガンジー
（Gandhi）が、スイス在住のフランス人ノーベル賞
受賞作家、平和主義者であるロマン・ロラン（Romain
Rolland）と、ローザンヌで会談した際に、ガンジー
の言葉を通訳した。
彼は、ガンジーの「非暴力主義」には共感しつ
つも、
「国家」に対する考え方に違いを感じる。「兵
役こそ国家悪の現れ。兵役を拒否しながら国家とい
うものを肯定してしまったら、意味がない」と語る
ガンジーに、彼は、「社会に有益なことなら、それ
が国家とつながっていたとしても手を結ぶことが
できる」と主張。するとガンジーは「独立している
国家と、従属させられている国家とでは、同等に論

写真６
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じることはできない」と断言したという。

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

ロマン・ロランは、セレゾールのことを「スイス
の最高の良心である。このような良心こそ人類を救
うものなのだ」
（アネット 1981: 4）と称賛している。

と共に現地入りを検討した。すると活動の必要性を
認めた人々からのカンパが集まった。
彼は 4 月に、あらゆる仕事から身を引き、教師
の仕事もやめ、インドへ出発する。

５．国際ワークキャンプと「平和運動」②
（1932 年～ 1945 年）
5-1． 市民奉仕団としての活動

2 週間ほどでボンベイに着き、30 時間の汽車旅の
後、ガンジーに再会。その後、被災地を視察し、奉
仕団の仕事を決め計画を立て、ガンジーの承認をも

1932 年７月中旬、セレゾールが夏の休暇に入ろ

らう。インドの人々の生活様式は、信じられないほ

うとした時、ザフィエン（Safien）という村から「洪

ど質素で、文明の遥かに遠い時代のようであり、西

水発生、至急援助を求める」という電報が届いた。

洋精神の貪欲に対する批判の原点ともなりうると

軍に救援要請をしたが、応じないので、市民奉仕

彼は考えた。市民奉仕団にとって初の東洋でのキャ

団に要請をしたという。市民奉仕団員を即、現地

ンプとなる。

に派遣したところ、軍の長官からセレゾール宛に、
「反軍運動を行わないことを条件に、スイス軍より
物資、輸送費の提供を行う」旨の手紙が来た。彼は、

6 月の終わりまで、彼はヨーロッパに戻り、宣伝
活動や募金集め、ボランティアの選考などを精力的
に行う。

「参加者の意見は、自由な権利として留保されるべ

秋、インドへ再び向かう途中、セレゾールは、ヴェ

き・・・」と返答し、軍の援助を受けながら、10

ニスでムッソリーニ（Mussolini）に会う。「私が予

月中旬までキャンプは続いた。

想していたよりも彼の印象はよく、素朴で素直に見

スイス人、イギリス人、フランス人、ドイツ人が

えた。」
（Anet 1974: 224）と感想を述べているが、ムッ

力を合わせ、泥とがれきに埋め尽くされた村を、元

ソリーニは、平和構築のための「国際ワークキャン

通りの美しい村に戻した。軍は、ボランティアの規

プ」には関心を示さなかったという。

律と友情を高く評価した。

11 月、ボンベイ着。ガンジーの指導下の活動で
あったため、イギリス人に対立した形で行われてい

5-2． ヒットラーに会いにドイツへ

た。そこでセレゾールが、イギリス政府の人々と接

1932 年 11 月、セレゾールはドイツへ、ヒットラー

触し、援助を受けられるようにした。レンガに「IVSP

（Hitler）に会うために、森の中を歩いて国境を超え

（国際平和ボランタリ ― 奉仕団）」と刻印されるの

る。無事国境を越え、近くの駅から列車で、ナチ

を見て、彼は満足した。しかし生産性が低く、熱気

党の指令本部のあるシュトゥットガルト（Stuttgart）

もひどい。「こんなに離れたところで活動すること

へ向かった。本部は、「勤労隊」の隊員たちでにぎ

が果たして価値のあることなのか・・・。」との疑

わっていた。70 人の隊員たちの前で、彼は短いス

念も抱く。

ピーチを行った。勤労隊員の集団を見下ろしている

1935 年 5 月、キャンプは閉鎖され、ヨーロッパ

ヒットラーが描かれているポスターを手に、隊員た

から来た 3 人のリーダーは帰国。セレゾールも帰国

ちに「ここにいる若者はドイツ人だけだが、未来の

した。村は復興に向かっていた。

平和を確かなものにするために、私はこの中にイギ

11 月、セレゾールは、またインドへ向かった。

リス人、フランス人、イタリア人の若者を加えたい」

インドでの計画は遅れていたが、その理由は、イ

と提案。そしてヒットラーに会って、このことを話

ギリス支配を維持しようとする勢力と、インドの

し、市民奉仕団の国際ワークキャンプへ、隊員の参

独立を目指す勢力の対立による。彼の任務は、そ

加を要請したいと願ったが、失敗。この後、幾度か

の間を取り持ち、地震の被災者の救援を行う態勢

ドイツへ行くが、ヒットラーに直接会うことはな

を維持強化することにあった。その活動を通して、

かった。

インド国民に奉仕の精神が生まれることを彼は望
んでいた。セレゾールの目標は達成できたので、

5-3．インドへ 大地震の復興支援キャンプ
1934 年 1 月、北インドのビハール（Bihar）で、
大地震が起こる。セレゾールは、ガンジーの協力者

1936 年 6 月、帰国した。
1936 年 7 月、セレゾールはノーベル平和賞候補
に推されるが、ガンジーの立候補を知り、辞退する。
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ガンジーは 5 回、候補にあがったが、受賞すること

カー）の国際会議にも出席し、プリンストン大学で

はなかった。

は、アインシュタインに会うことができた。そのあ

12 月、セレゾールは、再びインドへ。今回は、
交渉や議論が中心であり、東と西を結ぶ絆を作ろ

とイギリスを経由して、会議や講演を行い、11 月に
帰国した。

うと願っていた。3 年間の活動を振り返り彼は、
「そ
れは明らかに非常に困難な仕事であり、その村に骨
を埋めようと身をもって奉仕できる優れた人々の

5-4．平和構築のためのキャンプ
その頃セレゾールが全力を注いでいた問題は、

軍隊を必要とする」（アネット 1981: 240）と結論付

「平和を構築するための具体的方法としてのキャン

けた。ラジェンドラ・プラサット（Rajendra Prasad

プ」であった。彼はキャンプについて以下のように

独立インドの初代大統領）は、「救済事業の最も
重要な意味は、東洋と西洋の間の相互理解が深まる
こと」と語った。

述べている。
１）キャンプは「国際（多国籍）
」を条件としたが、
それは外国人が含まれることによって、
「国を

1937 年 6 月、インドで送別会が開かれ、「礼を
尽くした人々の態度に、セレゾールは心を熱くし」

守る『軍隊』ではなく、全世界の人々のため
の『市民奉仕団』となる」ためであった。

（アネット 1981: 243）、ガンジーやネールと最後の

２）ワークキャンプを、「良心的兵役拒否者」の

会話をかわすと、2 度とインドを訪れることはない

代替労働の受け皿 にしたいと考え、スイス

かのように、インド国内を横断して各地を回りな

軍とも良好な関係を保ち、軍からの援助も受

がら、インドを離れた。帰国の途中、彼は日本と

け、キャンプを行っていた。

ハワイとアメリカにも立ち寄った。日本では、
「『聖

３）インドでもキャンプを行うが、そこではキャ

化された国家主義というエゴイズムの中で』新しい

ンプがもたらす「異文化理解（西洋と東洋の

嵐が世界を襲うかもしれないと憂慮していた」（ア

相互理解）」の重要性を認識した。

ネット 1981: 243）戦争が近づいている空気を感じ

1937 年 11 月、ナチとファシストは猛威をふるっ

たのだろうか。ハワイでは、失恋したサラと 25 年

ていた。セレゾールは「灯火管制」に違反し、罰金

ぶりに再会。そしてアメリカでは、アメリカのク

を課されたが、それを拒否。投獄される方を選んだ。

エーカー教徒たちに暖かく迎えられ、広大な大陸で

彼はその他「軍事税の支払い拒否」「ドイツへの不

行われているワークキャンプを見て回った。ある町

法旅行」などの「罪」で、生涯 100 日余を牢獄で過

で「白人専用の待合室」を見た彼は、「アメリカの

ごした。

差別社会」を目の当たりにし、不快感とショック

1938 年 1 月、ラ・ショウ・ド・フォンの学校の

を隠せなかった。かつて彼が初めてツルハシを握っ

教員に戻ることに決める。セレゾールにとっては

た墓場や、2000 個の卵を数えた養鶏場、機械工と

「稀な安定かつ規則正しい活動が 4 年間続くことに

して働いた油田にも行ってみた。フレンズ（クエー

なる」（アネット 1981: 249）。
9 月、ある晩、彼の小さな住まいに、窓も雨戸も
あけたまま、警官の命令を拒否して、2 本のろうそ
くが輝いていた。「『2 本のろうそく』が、内なる平
和を照らす。どんな時にも、自分が正しいと思うこ
とに忠実であらねば」と、彼は考えた。「また戦争
が始まるのか・・・」と。
1939 年夏、セレゾールは、20 数年前、オランダ
のビルトホーヘンで出会って以来、ずっと思いを寄
せていたリリアンに求愛するが、断られる。
8 月 17 日夜、友人たちが、セレゾールのところ
に集まり、60 歳の誕生日を祝った。すべてを失っ
た彼の心はその夜、穏やかだった。
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9 月 1 日、第 2 次世界大戦が始まる。

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

ヒットラーの下にあるドイツ軍が戦線布告なし

したり、教会でアピールをしたり、精力的に活動した。

に、ポーランドに侵攻した。ソビエト・ロシアはこ

「良心的兵役拒否者を犯罪人のように扱わず、代

の国を、ドイツと分割統治することになった。イギ

替業務としての市民奉仕活動を導入し、そして奉仕

リスとフランスがドイツとの戦争に突入していっ

活動を国際的基盤で組織する。これこそスイスがな

た。スイスはこの紛争に超然とした立場をとり、こ

すべき仕事である」と、訴え続けた。

ぢんまりと中立を保っていた（アネット 1981: 261）
。

1941 年 9 月、セレゾールはリーゼと結婚する。

11 月 2 日、灯火管制がしかれて 2 日目の夜、ヌ
シャーテルのバース寺院（Temple du Bas）で、セレ
ゾールは噴水の周りにローソクを立てて、「我らが

5-6．最後の日々
1942 年 1 月～、ダレー（Daley）の新居で、セレゾー

友 ― 光（Our Fiend the Light）」という短い話をする。

ルは今まで書き溜めてきた 100 冊余りのノ ― トを

途中で彼は警察署に連行されたが、翌日解放され

整理する。

た。後日、罰金刑が課せられたが、例によって投獄
を選んだ。

春、インド以来 13 年ぶりに、フェルデス（Ferdis）
の ワークキャンプに参加する。セレゾールは牧場
の清掃や野菜作りの重労働を、嬉々として行って

5-5．イギリスで「良心的兵役拒否者の代替労働」
が実現
1940 年 9 月、セレゾールが行っていた「良心的

いたが、キャンプから戻った時、
「疲れ切っており、
見るからに老人という風だった」（アネット 1981:
286）と。

兵役拒否の代替労働」の請願は、自国スイスでは

10 月、診療所で休養。

まだ認められていなかったが、第 2 次大戦が始まっ

12 月、再び、森を歩いてドイツへ。ドイツ兵に

たイギリスで、多数の良心的兵役拒否者が出た際、

捕まり、ワルトスフート（Waldshut）の刑務所に入

軍当局から、セレゾールの運動にルーツを持つイギ

れられる。3 週間後、スイス国境に送還される。セ

リスの「市民奉仕団（IVSP）」に、良心的兵役拒否

レゾールはその間、ゲシュタポの将校や政府の役人

者と難民たちのために「ワークキャンプ」を行うよ

たちと言葉を交わし、自分がドイツにやって来た理

う要請があった。

由を説明することができ、「この数日は私の生涯に

『C.O.（良心的兵役拒否の略称）』は、
『Conscientious
Objection』から『Constructor（建設者）』にと変わ

おける最良の日々であったと言っても決して言い
過ぎではない」（アネット 1981: 291）と話した。

る！これは我々が真の平和を望み、そのために活動

1943 年 4 月、ワークキャンプの尊敬すべき指導

を始めて以来、最も意義深い知らせだ」（アネット

者、兄のエルンストが死す。セレゾールは、ダレー

1981: 267）。

の自宅で妻と、夏と冬を穏やかに過ごす。

イギリス政府は良心的兵役拒否者を（法的にも承認
された形で）雇い入れ、防御のために森林伐採の仕事

1944 年 2 月、ドイツへの不法侵入のため、ロー
ザンヌ刑務所に 3 週間拘留。

を与えようとしたが、その仕事は「間接的戦争協力に

9 月、夏にパリが解放され、アメリカとソビエト

なる」と拒み、植林の仕事を勝ち取ったのである。そ

が勝利。ヒットラーの軍隊が崩壊。「もう一度ドイ

して 1 名以上のスイス人奉仕団員が参加することが了

ツへ行け」との、内なる声に促され、ドイツへ。こ

承される。セレゾールは喜びの絶頂にあった。

の時は、越境前に逮捕され、スイスの刑務所で 10

1941 年夏、セレゾールは、従妹のリーゼ・ダビッ
ト（Lise David）の家でしばらく静養をする。リー
ゼは彼より少し年下で、陽気で明るく、平和に満ち
た雰囲気の女性だった。セレゾールは彼女の家で、

月中旬まで拘留される。
11 月、「ドイツ不法旅行」のため 3 ヶ月間、投獄
される。
12 月下旬、ラ・ショウ・ド・フォンの公立学校

これまで繰り返されてきた戦いの重荷をおろし、平

校長だったラリーヴの葬儀に参列するため、外出許

和な気分になれたことに感謝した。

可が出る。セレゾールは友人代表として弔辞を述べ

しかしまた裁判に出廷、ヌシャーテル城の牢にあ

る。しかしクリスマスの時期を自宅で過ごすこと

る「セレゾール専用の」独房へ入らなければならな

は許されず、刑務所に戻る。獄吏は彼に、
「ここで、

かった。それ以外の時、彼はスイスの各地で講演を

あなたを見ているのは忍び難い」と言ったという。
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1945 年 1 月末、「SCI（市民奉仕団）」の会合が
ベルンで、セレゾールの欠席の中、開かれた。彼は

(ed.) 2010）と、展示会のパンフレットの最初のペー
ジに書かれている。

これをいい機会と考え、自分がやってきた書記長の

確かに、筆者が 1970 年代から関わりを持ってい

役を若い人に託し、参加者たちに運動を続けるよう

る多くのスイス人（主にドイツ語圏）の中に、彼の

伝えた。

名を知る人は、ほとんどいなかった。有名な作家で

2 月、刑務所を出るとすぐに入院する。

あるロマン・ロランが「スイスの最高の良心」と称

3 月末、自宅へ帰る。春と夏を満喫。友人たちが

賛し、ガンジーと並んでノーベル平和賞候補にもあ

多数、見舞いに訪れる。
5 月 8 日、終戦を告げる鐘の音が湖の両岸から鳴
り響き、終戦を告げると、セレゾールの心は深い安
らぎに満たされる。

がったこともあるセレゾールだが、なぜ母国スイス
で「平和主義者」として評価されてこなかったのだ
ろうか。
スイスは「平和な国」というイメージが強いが、

10 月 23 日、夕暮れ自宅で、「永遠なるもの」に
向かって旅立つ。享年 66 歳

実は「武装中立国」であって、人々の生活は「軍備
との共存」であることが、住んでみるとよくわかる。
スイスは 2016 年の現在もなお、国民皆兵の国であ

６．まとめと今後の研究の課題

る。過去に何度か国民投票で、存続の是非が問われ

偶然ではあるが、筆者が研究のためにスイスの

たことがあるが、変わっていない。言語や法律、学

フランス語圏に最初に足を運んだ 2011 年は、「セレ

校の新学期なども州によって異なるスイスにとっ

ゾール展」が、スイスで初めて開催された年だっ

て、「軍隊は統一の象徴だ」という考えもまだ強い

た。残念ながら筆者がその情報をネットで見つけた

ようで、「武装中立」の支持者は多い。そのような

のは、展示会の終了後であったが、後に会場のラ・

中で、ようやく 1991 年にスイスでも、
「良心的兵役

ショー・ド・フォンの図書館を訪ね、展示会の責任

拒否」が認められるようになり、良心的兵役拒否者

者に話を聞くことができた。

が、刑務所に入れられることはなくなった。そして

この展示会は、セレゾールが設立した団体 SCI（市
民奉仕団）の設立 90 周年を記念して、SCI と、彼

福祉、介護、医療、環境保護などの分野の代替労働
が、制度として定められたのである。

が教鞭をとっていた町、ラ・ショー・ド・フォン

そう考えると武装中立国であるスイスで、２つの

の図書館が共催で行ったものだった。「母国スイス

世界大戦のさなか、
「良心的兵役拒否」を呼びかけ

で、セレゾールはあまり知られていないが、疑いな

ることは非常識な行為であり、社会を混乱させるこ

く、スイスの思想史に名を残す重要な人物である」

とであって、人々に受け入れられなかったことは容

（Bibiotheque La Chaud-de-Fonds / SCI Swiss Brabch

易に察せられる。そしてセレゾールの孤独な戦いが、
どれほど厳しいものであったのかも想像できよう。
セレゾールの「良心的兵役拒否」の訴えは長い間、
スイスで受け入れられず、その活動も評価されな
かったが、彼が「良心的兵役拒否者の代替労働の
ために」との意図を持って始めた「国際ワークキャ
ンプ」（もう一つの遺産）は、スイス国内はもちろ
ん、ヨーロッパの人々の間にも大きな反響を呼び、
第２次大戦の戦火にも消えることなく、今日まで受
け継がれてきたのである。
「いまや兵役拒否者の代替奉仕活動は、非政府
組織（NGO）の仲介にもよって、多くの国の政府
に認められるに至っている。そのこともピエール
セレゾールに始まっているのである」（稲垣 2002:
193）と述べられているように、近年、スイスやド
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イツ、イギリスなどで行われているワークキャンプ

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

やその他のボランティア活動の中には、
「代替労働」

去らねばならなかった。多くの友人に見送られ、帰

として認められているものもあり、一般のボラン

国の途についた」（アネット 1981: 49）という一節

ティアと一緒に「良心的兵役拒否者」が汗を流す姿

を読むと、ますます日本での日々を知りたい気持ち

も見られる。現在のヨーロッパでは、スイスを除き、

に駆られる。好奇心旺盛で話し好きのセレゾール

「国民皆兵」の国はなくなり、「良心的兵役拒否者」

が、どんな暮らしをしていたのだろうか？スイスに

は減ったが、「官民の協力で、ボランティアの受け

帰国してからの彼の人生は、平和運動をしながら、

入れ場所を作っていく」という仕組みは変わってい

2 つの戦争を生きた過酷なものだっただけに、日本

ない。

での 2 年間が彼にとって良い時であったことを願っ

そのような歴史的経緯から、ヨーロッパの国々で

ている。

は福祉施設などに、スタッフ用だけでなく、ボラン

今後の課題は、セレゾールの直筆ノートに記され

ティア用の宿泊場所が併設されていることが多く、

ている、日本に関係する記述の解明を進めること。

ボランティアの受け入れが、しやすくなっている。

また神戸の「外国人居留地」の 100 年前の様子をもっ

そして施設の維持管理や運営のために、国や自治体

と探り、研究のテーマである「セレゾールの日本で

から経済的な援助を受けている団体もあり、ボラン

の経験が、後に彼が行う『国際ワークキャンプ』の

ティア活動を盛んにしている。これらのことも「セ

思想に何らかの影響を与えたのではないか」という

レゾールに始まっている」といえよう。

問いの答えを出すことである。

翻って日本では、ワークキャンプの開催や個人の

スイスに於いては、研究に関係する地名で、まだ

ボランティアを求める団体は多くあるのだが、「宿

行っていない場所を訪れ、資料を集めたい。セレ

泊場所は自分で探して欲しい」というケースが非常

ゾールは「絶望の淵にあった時、悩みや苦しみの中

に多い。

にあった時、スイスの美しい景色や自然に癒され

外国からのボランティアの受け入れに、20 年あ
まり携わってきた筆者にとって、ボランティアのた

た」と記しているので、それらの風景も見てみたい
と思っている。

めの無料、あるいは安価な宿泊場所の確保は、常に
大きな課題となっている。
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そのような中、東日本大震災の際、わずか 1 ヶ月

本研究ノートの作成にあたり、CIEE 日本代表 大

たらずの間に官民の協力で、岩手県遠野市にボラン

竹和孝氏、事業統括本部長 根本斉氏にご協力をい

ティアのための宿泊施設が建設されたことは、驚き

ただいたことを感謝する。

だった。筆者は震災の半年後ぐらいに現地を訪れた
が、ボランティアが無料で泊まれるというプレハブ
の建物の中の広い畳の部屋を見て、日本でも、ボラ
ンティア活動と宿泊施設をセットで考える時代が訪
れたのかと嬉しく思った。この宿泊施設は期間限定
で建てられたものなので、2013 年には閉鎖されたそ
うだが、このような流れが続くことを期待している。
そして今日も、日本や世界の各地で、多くの国際
ワークキャンプが行われている。これにかかわるす
べての人々（参加するボランティア、受け入れ団体、
両者をつなぐ国際交流団体など）にそのルーツを伝
え、先人たちの平和を求める熱い思いに触れてもら
いたい。そのために筆者自身も微力ながら、今後も
活動を続けて行きたいと願っている。
さて研究を開始して 5 年目を迎えるが、彼の日本
での様子を知るための資料はなかなか見つからず、
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【参考：ピエール・セレゾール 年表】
1879 年 8 月 13 日

復興支援のキャンプを行うことになり、その間イン

スイス（ローザンヌ）に生まれる。父、

Paul Ceresole は、最高裁判事やスイス大統領などを

1938 年－ 1941 年

1897 年－ 1903 年

ETH（スイス連邦工科大学）で、機

械工学と数学を学ぶ。チューリッヒ大学で、工学博

1939 年 9 月
1940 年

第 2 次世界大戦が始まる。

イギリスで、軍から「市民奉仕団（ISVP）」に、

「良心的兵役拒否者のためのワークキャンプを行う

士号を取得。
1905 年－ 1908 年

ドイツで、物理と数学の研究をする。

1909 年－ 1914 年

世界旅行に出発。アメリカとハワイ

よう」要請が来る。
1941 年

リーゼ・ダビットと結婚する。

に滞在。アメリカでは肉体労働に従事、ハワイでは

1942 年－ 1944 年

大学で教える。

1945 年 5 月

1913 年－ 1914 年

日本に滞在。神戸で、スイスのディー

ゼルエンジンの会社 “Sulzer” で、エンジニアとして
働く。
1914 年 7 月

第１次世界大戦勃発のため、スイスへ帰国。

1915 年 － 1918 年

ス イ ス（ バ ー デ ン ） の 機 械 の 会 社

“Brown Boveri” で、エンジニアとして働く。
1915 年

スイスで初めて兵役拒否をした学校教員が禁固

刑に。それに刺激を受け、平和運動を開始。
1918 年 8 月

平和を訴えるため、戦争中のドイツに入国

を試みるが、失敗し、「不法入国」で投獄される。
1918 年 10 月

第 1 次世界大戦が終わる。

1919 年－ 1920 年

オランダ（ビルトホーヘン）にある

“The Fellowship of Reconciliation（友和会）” の集ま
りに参加し、
「良心的兵役拒否」を信条とするクエー
カー教徒たちと出会う。国際部書記長に就任し、そ
こで働く。
1920 年 8 月

ベルリンで、イギリス人のクエーカー教徒、

ヒューバート・パリスに会い、
「国際ワークキャンプ」
の構想を練る。
1920 年 11 月－ 1921 年 8 月

世界で最初の「国際ワーク

キャンプ」をフランスのヴェルダン近郊で行う。
1921 年 － 1934 年

SCI（Service Civil International

市民

奉仕団）を設立。スイス内外で、国際ワークキャン
プを行う。
1921 年 12 月

スイス（ラ・ショウ・ド・フォン）

の公立学校で再び教える。

歴任。

国に「良心的兵役拒否者の代替労働を認

めるよう」請願書を提出するが、拒否される。
1920 年－ 1924 年

スイス（グラント）にあるクエーカー

の学校で教える。
1924 年－ 1925 年

スイス（チューリッヒ）にある「ス

イス平和行動センター」の書記に就任。
1929 年－ 1934 年

スイス（ラ・ショウ・ド・フォン）

の公立学校で教える。
1934 年－ 1937 年
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ドへ 4 回行く。

インド（ビハール）で大地震が起き、
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第 2 次世界大戦が終わる。

1945 年 10 月 23 日
閉じる。

SCI（市民奉仕団）の書記長となる。
スイス（ダレー）で 66 歳の生涯を

国際ワークキャンプの創始者 ピエール・セレゾール（Pierre Ceresole）の生涯

The Life of Pierre Ceresole, Founder of the First International Work Camp
Seiko Kurose
(CIEE［Council on International Educational Exchange］Japan)
Pierre Ceresole, born in Switzerland in 1879, was a pacifist who continued pursuing true peace in Switzerland in the
times of two Great Wars. With the outbreak of World War I, Ceresole returned home in a hurry from Kobe where he had
been living. Switzerland was at the time a permanently neutral country, but both armament and military service were
seen as duties for the nation.The impetus for Ceresole’s peace movement was the imprisonment a village schoolteacher
as a conscientious objector in Switzerland during World War I in 1915. This was the first such imprisonment. He
said. "Do not punish the person that refuses military service for reasons of conscience, but rather let such a person be
engaged in an international work camp as a substitute form of service.” He appealed to the general public at the same
time for "conscientious refusal to pay military taxes.” In 1920, just after the end of World War I, Ceresole organized
the first international work camp in the suburbs of Verdun in France. The camp was successful, and he established
the Service Civil International (SCI), which sponsored work camps to aid victims of disaster both in Switzerland and
abroad. This camping was international, and run not by the armed forces that protected a country, but by the Service
Civil International, and for people of the whole world. Ceresole also wanted this camp to serve as substitute labor for
conscientious objectors. Maintaining good relations with the Swiss military forces, he received their support as well. In
1991, substitute labor for conscientious objectors was made legal in Switzerland. International work camps, which began
for the purpose of peace building after World War I, are today held all over the world.
Keywords : pacifist, conscientious objector, Verdun, international work camp, peace building
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韓国における国際協力の発展過程に関する一考察

【研究ノート】
－市民社会の活動に着目して－

韓国における国際協力の発展過程に関する一考察
－市民社会の活動に着目して－
宋
川

柔
口

奈（元大阪大学大学院）
純（筑波大学）

【要旨】
本論は、韓国の国際協力について、その発展過程を踏まえつつ、特徴を内側からの視点で明らかにしたも
のである。国際協力の制度としては、KOICA が “ 韓国版 JICA” とも称される程、日本の国際協力システムを
踏襲したものである。しかし、その内実や「援助観」などは韓国特有のものが確認された。韓国が自国の国
際協力を発展させてきた過程においては、ただ単に欧米や日本型の援助を追随したのではなく、市民社会主
導の下からの援助文化が醸成されてきたと言える。特に、市民社会の中でも、NGO と民間企業の 2 つのステー
クホルダーが重要な地位を占めていることが調査から明らかになった。
NGO の中でも、日本と異なり、キリスト教に信条を持つ NGO が多数設立され、アジア諸国の中で最もキ
リスト教団体による援助活動が盛んに行われていることが特徴の 1 つである。また、韓国国内におけるキリ
スト教の宣教は社会奉仕（ボランティア）と密接な関連が確認された。社会奉仕の活動が徐々に韓国国内で
制度化、組織化されていく過程において、キリスト教が援助セクターの一つとして重要な位置を占めたこと
も特徴の 1 つとして明らかにされた。
【キーワード】市民社会、キリスト教 NGO、社会奉仕の制度化

はじめに
本稿は、韓国の国際協力の発展過程について市

ベンチマークであり、規則や援助実施の仕組みな
ども JICA の規定を韓国語に翻訳したものであり、

民社会の活動に焦点を当て、日本との比較からそ

途上国の援助受入機関ですら KOICA を「韓国版

の特徴を導出しようと試みるものである。韓国の

JICA」として認識しているほどであると述べてい

国際協力や援助の歴史は比較的浅く、「新興ドナー

る（近藤 2014）。ただし、KOICA の制度や規則が

（Emerging Donor）」の 1 つとされる。韓国の ODA

日本と類似していても、援助というのはその国の政

（Official Development Assistance：政府開発援助）は

治経済、信条、価値観と密接に関係しており、国際

1987 年に開始され、国際協力の実施機関の KOICA

協力の実態や援助観まで日本と同じだと考える人

（Korea International Cooperation Agency： 韓 国 国 際

は少ないだろう。本稿では韓国国内で、援助文化が

協力団）は 1991 年に設立されている。1996 年には

如何に醸成されていったのか、内側からの視点で検

OECD（Organization for Economic Co-operation and

討していきたい。つまり、政府が公表している援助

Development：経済協力開発機構）に加盟し、2010

政策や国際協力の方針のみに焦点を当てるのでは

年には DAC（Development Assistance Committee：開

なく、NGO や民間企業の活動とその発展過程や関

発援助委員会）にも加入するなど、近年、急速に制

係性に焦点を当て、韓国内部の援助観や援助実態の

度化し、発展を見せている。

一端を明らかにすることを試みる。

国際協力や援助の開始に当たり、韓国政府が制

また、韓国における「社会奉仕（ボランティア）
」

度設計の参考にしたのは日本である。近藤は JICA

の概念が如何に国内で形成され、認識されていった

（Japan International Cooperation Agency 国 際 協 力 機

のか、その過程についても現地調査を基に考察を加

構）の援助システムは、KOICA にとっての一種の

えていく。なお、現地調査は 2015 年の 9 月に釜山
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海雲台ボランティアセンター、釜山海台ウンファ教

機関である韓国輸出入銀行の対外経済協力基金

会、KOICA において当該機関の職員に対してイン

（Economic Development Cooperation Fund: EDCF）

タビュー調査を実施した。釜山海雲台ボランティア

を設置し、有償援助事業を本格的に開始させた。

センターは、全国最初のボランティア社団法人であ

EDCF の新設に当たっては、特に日本の援助シス

る韓国ボランティア協会（1991 年設立）の委託運営

テ ム や 知 見 が 大 き く 影 響 し て い る。 韓 国 輸 出 入

機能を持つ機関として設立された。現在まで、釜山

銀 行・ 対 外 経 済 協 力 基 金（Economic Development

市内で約 80 万人の会員が登録している。特に 2002

Cooperation Fund: EDCF） は、 海 外 経 済 協 力 基 金

年 4 月にアジア太平洋ボランティア（Association for

（Overseas Economic Cooperation Fund: OECF）
、国際

Volunteer Administration: AVA）の地域大会を開催するな

協 力 銀 行（Japan Bank For International Cooperation:

ど、韓国国内だけではなく、国外でも活動できる人

JBIC）と援助システムが類似しており、日本の「自

材の確保を実施している。釜山海台ウンファ教会は、

助努力」の哲学が共有され、創設以来、OECF、JBI

実際に途上国の現場で、活動しているボランティア

との協調関係を維持している。また、韓国は EDCF

を支援している。ボランティアは、現地の専門的な

の案件形成サイクル、調達ガイドライン、案件評価

知識や情報を基に、現地のニーズに即した援助プロ

に至るまでテクニカルな項目を日本から積極的に

グラムを作成し、効率的な国際協力を実施している。

学び続けている（近藤 2013）。
また、1991 年に約 30 億円の予算を計上し、無償

１．韓国の国際協力の発展経過と概況

援助を実施する KOICA を設立した。無償援助の実

1-1．国際協力の制度化：被援助国から援助国へ
まず、本節では韓国が被援助国から援助国に如何

施機関である KOICA の組織体制が構築された後、
無償資金協力だけでなく、企業の海外事業との連携

にその立ち位置を変えてきたのか、歴史的変遷を概

も念頭に「技術協力」の機能も加わった。2015 年

観しながら、簡潔に整理しておきたい。

12 月には、KOICA と銀行青年創業財団が、KOICA

韓国では 1950 年以降、朝鮮戦争の影響により、
国内の産業施設が機能不全に陥り、1 人当たりの国

の技術創業分野の無償援助事業の協力の強化を目
指した MOU を締結した。

民所得（Gross National Income: GNI）は 67US ドル

1992 年には世界銀行（World Bank）と、1993 年

にまで低下した。1953 年から 1960 年にかけての平

にはアジア開発銀行（ADB）とそれぞれ協約を締

均 GNI/cap は約 73US ドル（125 カ国の中で 101 位）

結して以来、多国間援助に対する拠出金も大幅に増

と低迷し、世界最大の「援助受容国」の 1 つとなった。

加させた（ソン 2015）。この時期の韓国は、外交政

海外から韓国に流入した援助団体は、韓国の経済再

治戦略と国益を優先する政策に注力しており、特に

建、発展を目標に多大な経済支援を行い、その中で

1990 年代に、貧困国を中心に無償援助（贈与）を行っ

もアメリカや日本が韓国のトップドナーであった。

た背景には、アフリカ諸国との関係構築、北朝鮮と

日米を中心とした海外援助を受けながら、経済

の政治・外交競争など、外交や政治経済の相互利益

再 建、 安 定 化 を 図 っ て き た 韓 国 は、1970 年 末 に

を最大化させようとする目的があったと読み取る

は、援助を受ける水準から脱した。1980 年代には、

ことができる。

国民平均所得の水準が国際開発協会（International

国際協力体制の構築と合わせて、関連する法的整

Development Association: IDA）の支援基準を超えた

備も 1990 年代に実施された。1991 年 1 月には「韓

ため、韓国政府はグローバル課題に取り組む「新興

国国際協力団法（法律第 4313 号）」が立法化され、

援助供与国」としての基礎づくりに着手した。そし

その後の韓国開発援助に多大な影響を与えた。本案

て、1986 年のアジアンゲーム、1988 年のソウルオ

は、KOICA の設立目的や活動の基盤を支えるもの

リンピック開催に象徴されるように、1980 年代に

であり、KOICA という政府団体をより体系的に管

目覚ましい経済成長を遂げ、外資負債の減少ととも

理できるだけではなく、市民社会の活動を促進する

に貿易指数が黒字にシフトした。

役割も果たしてきた（ソン 2015）。

このような韓国の経済発展は、次第に開発援助
に対する説明責任を要求する国際的な圧力を受け
るようになった。その結果、韓国政府は借款実施

106

ボランティア学研究

Vol.17

1-2．近年の韓国の援助概況
援助を開始した当初（1990 年代）の韓国の開発
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援助は、表面的には人道主義の「普遍的な価値」を

に応えようと、援助の「効果」（Effectiveness）およ

標榜しながらも、実際的には外交的利益を重視する

び「調和」（Harmonization）の改善に向けた積極的

傾向があることを多方面から指摘されていた。その

な意思表明を行っていた（ユ 2011）。

後、国内からも援助の量的、質的な側面を巡る批判

2010 年に DAC に加入した後、韓国は国際社会で

の声が高まったこともあり、人道的支援を重視す

のプレゼンスを高めていくと同時に、ODA に対す

る方向に徐々にシフトしていく 。下記の表 1 は、

る国内の否定的な反応を受けて、援助の共通規範を

2000 年代の政府開発援助の種類、地域による支援

制定し、援助戦略の改定を実施した。具体的には援

額を表したものである。

助に対する「透明性」や「説明責任」を確保する

１）

下記の表によると、ODA 全体の供与額は、2000

手段を援助パラダイムの中に構築していったので

年から右肩上がりの推移を維持している。無償と有

ある。2010 年には DAC の勧告を受け、韓国政府は

償を比較すると、2002 年までは借款が大きい比重を

「国際開発基本法」や「国際開発協力基本法」を制

占めていたが、2003 年を起点に贈与の比率が急上

定し、開発援助の指針を提供する公式の法律基盤を

昇している。そのことは、2003 年にイラク戦争か

整備した。また、有償・無償援助を統合する「国家

ら戦後復旧及び再建支援のため、中東地域に対する

別協力戦略（Country Partnership Strategy：CPS）」を

二国間援助を大幅に増加させたことが原因である。

推進し、援助セクターはジェンダーの主流化（Gender

地域配分においては 2006 年に発表された「アフ

Mainstreaming）、環境、人権などの分野横断的事項

リカ開発に向けた韓国のイニシアティブ（Korean

（Cross-cutting Issue）で構成された。2011 年以降は、

Initiative for African Development）」を機に、2008 年

経済界からの要請で情報通信技術（Information and

からアフリカ地域に対する援助シェアが 1 億 US ド

Communications Technology: ICT）の分野が追加され

ルまで増加したが、依然としてアジア諸国の援助を

た（KOICA 2011）。2008 年には李明博政権が ODA

重点としていることから、全体的な地域配分は経済

拡大の目標を掲げながら 8 億万ドルまで援助規模を

協力の可能性が高く、利益関係に基づく「編重した

引き上げ、世界の発展や平和に寄与する外交政策の

地域設定」が行われているとして、国内外において

一環として、「ビジョン 2030 計画」を発表した。

批判の声が高まっていた。
しかし、援助の質、地域配分の側面で世界から
否定的な評価を受ける一方、2005 年パリで開催し
た援助の「援助効果に関するパリ宣言（High Level

２．韓国の国際協力における NGO の発展
過程
2-1．政府の公的支援を受けて成長する韓国 NGO

Forum on Aid Effectiveness in Paris）」に賛成した唯一

これまで、韓国の国際協力について国レベルの制

の非 DAC 加盟国であった韓国は、国際社会の要求

度化と国際社会における立ち位置を中心に概観し

表 1．2000 - 2009 年における年度別政府開発援助の支援状況と地域配分（単位 : 百万 US ドル）

区分

年度

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ODA 総額

212.1

264.7

278.8

365.9

423.3

752.3

455.3

696.1

802.3

815.8

二国間援助

131.2

171.5

206.8

245.2

330.8

463.3

376.1

490.5

539.2

580.3

47.8
（36)
83.4
（64)

53.0
（31)
118.6
（69)

66.7
（32)
140.1
（68)

145.5
（59)
99.7
（41)

212.1
（64)
118.7
（36)

318.0
（69)
145.3
（31)

259.0
（69)
117.1
（31)

358.3
（73)
132.2
（27)

368.7
（68)
170.6
（32)

366.1
（63)
214.1
（37)

233.3
1.89

136.6
2.22

192
3.35

214.8
6.66

331.4
17.20

451.9
14.34

417
9.99

514
199.7

679.1
428.8

655.51
614.6

多国間援助

80.9

93.1

72

120.7

92.5

289.0

79.2

205.6

263.1

235.5

地域
アフリカ
アジア

24.27
82.70

4.38
124.5

5.63
161.8

18.98
192.5

28.11
258.8

39.14
375.0

47.83
227.6

47.83
227.6

104.06
281.37

95.01
313.45

贈与
（比率 %)
借款
（比率 %)
タイド（紐付き援助）
アンタィド

（出典）KEXIM（2013）を参考に筆者作成
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てきた。そこからは国際情勢に鑑みた政府の政治的

Cooperation）も結成された。また、KCOC は、1999

な思惑が読み取れた。一方、韓国国内の市民社会レ

年当時、国際開発協力分野に携わる 241 の韓国市

ベルにおいては国際協力を如何に捉え、発展させて

民社会団体の内、132 の団体が KCOC に所属した。

きたのであろうか。次に、韓国の NGO の発展過程

KCOC 会員の加入団体数は継続的に増加しており、

について確認していく。

団体が行う事業数や外部からの援助費用も増加傾

NGO とは周知のとおり、「非政府組織」を指す

向にある。一方、組織運営や戦略枠組みの策定にお

が、実際の資金面に限っては政府支援に依存して

いては他の DAC 加盟国の NGO と異なる韓国特有

い る こ と が 世 界 的 に も 多 い。 韓 国 政 府 が 初 め て

の方向性が確認されている。協議会に所属している

NGO に対する資金援助を実施したのは 1995 年であ

団体間に否定的な意味合いとしての「競争関係」が、

る。政府からの公的な財政支援を受けた NGO は主

メンバー組織間の関係性を阻害する要因となって

に KOICA が推進する事業の補助的な役割を担いな

いる。原因は KCOC に参与する CSO は増加するも

がら、政府との協力関係を強めていった（KOICA

のの、KOICA の CSO に対する前年度比支援総額に

2012）。また、政府は 1990 年代後期から海外ボラン

あまり変化がなく、CSO の参与率およびそれに伴

ティアへの参加を促進する試みとして、国内の優

う財政確保の状況に関し、KOICA と CSO の間で十

秀な人材を採用し、「海外奉仕団（海外ボランティ

分な政策対話が行われていないことが挙げられる。

ア）」として派遣を開始した。2013 年に派遣累計は

上記の背景から生まれた CSO 間の必然的な競争構

1 万人を突破している。派遣数の多い職種は上から、

図が財政確保の困難な市民社会組織を増加させて

コンピューター教育（26.7％）、韓国語教育（25.2％）、

いるのである（オ 2005）。

看護（11.5％）、幼児教育（7.9％）、テコンドー（7.0％）

現在の韓国の NGO は政府、民間企業、大学、研

である（KOICA 2013）。このようなボランティア経

究所などの関連機関と相互のニーズや利益に基づく、

験者の中には、帰国後、国際協力を仕事にしようと

実質的な協力パートナーとしての地位を確立してい

する者が少なくなく、国連機関や NGO 職員を目指

る。KOICA は事業計画から運営、評価に至るまで

す者が増加した。それに伴い、NGO の数も急増した。

NGO と密なコミュニケ ― ションを取りながら、プ

1990 年代以降の韓国では、廬武鉉政権の下、市

ロジェクトにおける厳格な審査基準を定めた上で、

民社会を中心とした民主主義政策が施され、企業、

資金援助を行っている。韓国の ODA は毎年、NGO

民間団体、地方自治体の権限が増大した。本施策の

に一定のプロジェクト予算を支援しており、2013

影響を受け、開発 NGO 団体の規模・活動範囲は急

年には 1500 億ウォン（約 150 億円）の予算が韓国

速に拡大した（ハン 2010）。その結果、政府の対外

NGO に支援されている。現在の韓国の市民社会は、

援助政策やプロジェクト事業に対する国民的関心

開発 NGO が政府開発援助の政策を実行しながら、相

が高まり、少規模ながらも NGO への寄付やボラン

互協調関係を重視し、協力体制を制度化していく段

ティア活動を通じて開発援助に参加する “ 国際協力

階にあるとされている（ソン 2015）
。もちろん、日本

人口 ” は増加した。結果として、市民的なネットワー

や他の国においても、NGO が政府や他機関と協調し

クが形成され、市民社会の存在が強まり、市民が政

ながら、国際協力の実施機関として位置付いている

府の人道主義に基づく開発援助を監視する役割を

が、韓国の場合は国内における地位は特に高く、よ

担った。また、民間レベルにおいて、開発プロジェ

り重要な役割を担っていると言えるだろう。

クト事業を補完して履行する役割を果たす国民が、
近年、増加している現状が KOICA より報告されて
いる（KOICA 2013）。

2-2．韓国の NGO の特徴：宗教と国際協力
上述の通り、韓国において NGO は近年、徐々に

1999 年には、韓国の開発 NGO の情報交換や協力

その存在感を増し、国際協力において重要な地位を

関係の構築が円滑に行われるように管理、監督する

占めるようになっている。では、韓国の NGO とは

機関としての役割を担っている韓国国際開発協力

一体、どのような性質を持ち、如何なる信条の下で

民間協議会（KCOC）が設立され、開発問題領域の

活動しているのか検証していきたい。

市民団体も含めたネットワークとして KoFID
（Korea

まず、端的に韓国 NGO の特徴を示すと、宗教的

Civil Society Forum on International Development

な NGO が多いことが指摘される。2013 年現在、宗
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教的な NGO（Faith-Based Organization: FBO とも呼

NGO の運営や宣教活動に権力を行使することを防

ばれる）が、国内の NGO 全体の 67％を占めている。

止するために、NGO 活動における政教分離の原則

しかもその内、下記の表が示す通り、仏教を信条と

に基づく法律措置が整備されなければならない。

する NGO ではなく、キリスト教の信条に依拠する

また、ODA からの支援額を効率的に活用し、開

NGO が圧倒的な地位を占めている。

発に繋げているかという疑問に対しては、「政教分

KCOC（韓国国際開発協力民間協議会）の報告書

離の原則」により厳しく判断されるべく、組織の設

によれば、加盟団体の内、キリスト教系が 79.3%、

立動機、活動に反映される宗教性に対する是非が国

仏教系の団体が 20.7% である（KCOC 2013）。

際開発 NGO の行動規範（Code of Conduct）に則り、

また、韓国のキリスト教系 NGO を同じく日本の

その「合法性」、
「正当性」を問われなければならな

キリスト教系の NGO と比較してみると、次のよう

い。しかしながら、韓国の現場レベルの活動では、

な特徴が挙げられる。まず、日本国内発足のキリ

そのような国際開発援助の規範が FBO 団体員に厳

スト教系 NGO の大半は地方公共団体からの補助金、

守されているわけではなく、国際開発 NGO の行動

すなわち政府から補助金を受け取っておらず、一般

規範（Code of Conduct）第 2 条の「支援活動を実行

支援金（寄付金）が収入額の大半を占めている。反

するに当たり、受益者の人種、信念、宗教、国籍を

対に、韓国のキリスト教系の NGO は全収入額の中

問わず、援助地域に不利に作用し得る差別は行わ

で、企業と政府が協力して事業を行う件数が多く、

ないとする 」や第 3 条の「援助支援は特定の政治、

プロジェクト事業の収入率が最も高い。そのため、

宗教的な意図が反映されないようにする」
（GAIHLH

企業の経済的利益を重視した活動が優先されるこ

2013）の二つの規定項目に違反する「宗教性」を目

とになる。サムスンが拠出する事業で ICT 教育が

立たせたケースが活動レポートや成果報告書から

行われる国際協力は、代表的な事例である。

確認されるとのことである。

次に、日本のキリスト教 NGO は、設立動機およ

３．韓国の国際協力と企業活動の関係

びミッション、援助理念にキリスト教の信仰度を強
く表していながらも、途上国に対する援助事業を行

3-1．韓国市民社会における企業の CSR の取り組み

う際には、キリスト教の宗教的な色を強調せず、医

次に、韓国の開発援助に関連する企業活動につい

療と保健分野における援助目的に適合した開発協

て整理しておく。1980 年以前の韓国企業の CSR は、

力事業を提供しており、それに対する成果報告書や

国内における奨学金事業、学術文化活動に限定され

課題点まで導き出す試みが確認された。

ていたが、市民社会の民主化運動に伴い、1980 年

また、韓国のキリスト教系の NGO の課題として、

頃から急速な経済成長を果たした労働、環境、人権

「政教分離」に関する課題が挙げられる。韓国では、

などの社会的な問題に目を向けるようになる。1997

外交通商部が援助政策を立案する際、国際社会と韓

年に金融危機を迎え、LG、現代グループなど財閥

国国内における地位の向上や人道主義援助の促進

企業の「環境汚染基準の違反」、政府が金融機関の

を図るための「外交的」、「政治的」ツールとして

融資に介入する「官製金融」、商業至上主義に伴う

援助政策が利用されることが多い。ODA の額の設

腐敗や不正などに対する批判が高まり、2000 年以

定、分配における一連のプロセスが政治的な利害関

降には国内で企業の CSR に対する議論が盛んに行

係に基づくのならば、政府が資金をツールとして

われるようになる。2003 年には「全国企業人連合会」

表２．韓国における FBO（Faith Based Organization）の年間支援者数および予算規模（2011 年）
宗教
キリスト教

仏教

国際開発 NGO

全体支援者数（人）

予算額総計（ウォン）

World Vision Korea（海外発足）

約 40 万

約 1000 億

Good Neighbors（国内発足）

約 38 万

約 600 億

Good Hands（国内発足）

約 6000

約 20 億

LOTUSWORLD（国内発足）

約 2000

約 10 億

（出典）KCOC の「 CSO 偏覧（2013）」を参考に筆者作成
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が「社会貢献白書（CSR 報告書）」を公開するなど、

もに国連グローバルコンパクトの韓国協会が設立

企業の社会的責任に注目が高まった。

したことの影響があると考えられる。サムスン電子

2011 年、韓国の釜山で「援助効果向上に関するハ

を始め、LG 電子、現代自動車など海外にも拠点を

イレベル・フォ ― ラム」が開催されたことを契機に、

置く韓国企業は CSR の専門担当部署や財団を設置

被援助国の政府や NGO との包括的なパートナーシッ

し、社会貢献活動としての事業を実施してきた

プを図る重要性が国内で議論された。 KOICA は相

表 3 が示すように 2009 年に CSR 委員会を設置す

手国との「パートナーシップの増進」を目指し、発

る企業の比率が急速に増加するなど、企業の間に

展途上国の経済、社会、地域コミュニティー発展に

CSR を促進する動きが韓国国内でも見受けられるよ

向けた企業との共同プロジェクト事業を推進してき

うになる。このように、国内の CSR の増進に取り組

た。また、企業の方は KOICA だけではなく、NGO

んできた韓国企業であるが、未だに企業の国際協力

とも協力体制を構築し、NGO が主催する開発援助の

分野における CSR には課題が多く取り残されている。
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）は CSR の推進

募金、開発事業のキャンペーンに協力してきた。
韓国社会における企業と国際開発 NGO の間で、

戦略の中で、国際社会では「全世界の消費者は良い

CSR の共同活動が近年増加している背景には、韓

企業（Good Company）を好む」動きがあると言及

国の企業がグローバルな事業の企画、実施におい

している。そして、韓国の企業は「企業のマーケ

て、韓国開発 NGO の包括的なネットワーク、情報

ティング戦略」と「国家のブランドの構築」を目標

力、人材動員力を必要としていることが挙げられ

とする CSR 事業を展開していると指摘されている

る。それに加えて、企業は「ブランドイメージの向

（KOTRA 2015）。また、2015 年基準の KOTRA の持

上」を目標としている。また、開発 NGO は韓国の

続可能経営報告書の中では、CSR 運営成果の目標

経済、社会的規模に比べ団体数が非常に多いことか

は「韓国企業の輸出とプロジェクトを支援し、国家

ら、市民社会の組織に対する財政支援の確保を巡る

や企業のイメージを構築すること」であると明示さ

競争関係の下で、開発事業やキャンペーンの円滑な

れている。

運営、実施を支援してくれる韓国企業の存在が必要

途上国の支援においても、韓国企業は現地に製品

不可欠である。このようなことから、企業と開発

やサービスを提供し、KOTRA が企業の行事や事業

NGO は相互の利益向上のため、CSR の協力体制を

の宣伝をバックアップする役割を担うことで、途

結び、現在の韓国国内における企業の CSR を支え

上国の現地機関から事業拠点を提供されるような

る基盤になっている。

CSR の戦略を立案している。そして「現地の政府、
行政機関との緊密な関係構築」に成功したと評価

3-2．韓国企業における社会的責任と課題

している（KOTRA 2015）。このように、現在の韓

韓国経済の中心に位置する韓国国内の大手企業

国企業の CSR の最も大きな特徴は、企業経営の中

は、基本的には企業の経営戦略の一環として自発的

で、企業倫理、社会貢献活動を積極的に実践しなが

な援助を行ってきた。さらには、CSR の国際基準

らも、国内や海外におけるイメージを向上させる

を提示する国連のグローバルコンパクトに加入す

ことを優先的な目的として捉えていることである。

る韓国の企業数も年々増加傾向にある。その背景に

また、ODA と KOICA も韓国の開発経験や技術を

は 2004 年以降、韓国国内で政府が企業の CSR に対

途上国と共有する知識共有事業（Knowledge Sharing

する肯定的な意思表明を行ったことや 2007 年に韓

Program: KSP）を推進しながら「新興国の貿易・投

国出身者の潘基文が国連事務総長に就任するとと

資キャパシティの向上」を図るなど、政府、民間の

表 3．韓国大手企業の CSR 委員会の設置・運営状況
年度
企業名

2008
サムスン、現代自動車、現代製鉄、SK
など（他 11 社）

2009
サムスン、現代自動車、現代製鉄、SK
エネルギー、LG 電子、サムスン電子、
ギア自動車、ハイニックス（他 16 社）

（出典）FKI（全国経済人連合会）. 2013.「企業社会貢献白書」を参考に筆者作成
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協力体制の中で「商業主義」を中心とした CSR の

る政府機関や NGO との連携型援助プロジェクトの

活動が盛んに行われている。

参加率も向上していることから、韓国企業における

その例として、フィリピンの貧困地域でサムスン

CSR の更なる成果を期待することができる。

電子の職員による夜間学校の運営が CSR として行

このように政府と民間企業との協力体制の中に

われている。しかし、活動の成果として挙げられた

は、相互の利益関係に基づく協力体制が存在する。

のは「企業の良いブランドイメージをフィリピン全

相互の利益関係の下で、政府が「ODA と同じ価値

域に浸透させ、職員の団結力の向上に成功した」と

観、目的の下で開発援助を行う企業」として、企業

いう報告だけで、援助活動によって改善された地域

のイメージづくりを助けるため、ODA と企業の間

の状況や現地住民の評価は、CSR 活動の成果に全

に共通する「社会的責任」を模索し、共通目標に

く反映されていないことが分かる。

対する認識を人々に広める戦略を取っている 。ま

2011 年に韓国で行われた国内調査によると、133

た、企業側は開発援助プロジェクトの円滑な運営・

社の内 53.6％の企業が「CSR が経営活動に必要な

実行のために、援助対象地域とのネットワークの構

理由」と「企業の社会的責任を果たすため」と回

築を行っており、両者にとって「Win-Win の関係」

答し、「顧客の企業に対する信頼感の形成や企業イ

が成立していることが読み取れる。地方行政機関

メージの上昇のため」と答えた企業は 38.7％であっ

の実務者は、民間企業の大半が独自で開発プロジェ

た（KFI 2011）。また、調査対象企業の 85.7％が社

クト事業を運営できる十分なリソースを有してい

会貢献に対する関心の向上を図るため、社内にボラ

るにも関わらず、政府機関と連携して開発事業を行

ンティア機関を設置していると回答していた。し

う背景には、優れたプロジェクトの運用に対する、

かし、景気が悪化すると、CSR 関連の予算の確保

政府自治体からの「表彰」が、企業の「広告効果」

が難しくなると同時に社員一人一人の CSR に対す

に繋がり、結果的に企業のイメージアップに直結

る意識が低下し、「企業の社会貢献を阻害する主な

するからである（釜山海雲台ボランティアセンター

要因となる」と答えた企業が、125 社の企業の内、

からの聞き取りに基づく）。

19.8％であるとの調査結果がある（KFI 2015）
。
韓国の企業の社会貢献活動は「韓国の企業利益」
を基盤としていることが上記のことからもわかる。

４．韓国の国際協力における市民社会：
内実と関係性

同時に韓国の企業は、企業の存続や経済的利益に影

これまで述べてきたように、韓国は短期間の内

響され、CSR 事業の実質的な受益者である現地の

に、急速な経済発展、民主化を遂げながら被援助国

コミュニティーの成長及び人々の生活の向上より、

から援助国に変革を遂げてきた。その過程の中で、

国家レベルでの経済発展、貿易協力を重視した傾

NGO や企業が、多様な援助分野で活動を拡大して

向がある。CSR の本来の意味は「慈善原理（charity

きた。韓国政府は国内外でアクターと協力関係を重

principle）」 と「 受 託 原 理（stewardship principle）」

視しながら、国益を優先した開発援助のスタンスに

に基づいており、前者には富裕層は貧困者に対して

立拠している場面が多く、企業はあくまでもビジネ

慈愛の施しをする、社会的に貧困な人々や集団に自

スの一環としての海外 CSR を行いながら、事業の

発的（voluntary）への支援が想定されている。後者

成果（企業側のメリット）を図るなど結果主義を

は経営者が社会の資源の使用を任せられた受託者

志向していることが CSR の報告書や各種の事業レ

であるという事を指す。韓国企業では「受託原理」

ポートを通じて明らかになった。また、韓国のキリ

に基づく表面的な CSR の実践が多く見受けられて

スト教 NGO は日本の組織より「宗教性」が援助活

おり、国際協力の観点から見れば「 慈善原理 」に

動に強く反映されていることから宗教の継承・伝播

基づく CSR への移行が必要不可欠であることにも

が開発援助における主な目的であることを読み取

関わらず、「被援助側」を考慮した韓国企業の「自

ることができた。

発的」な CSR の実行は現段階において容易ではな

図 1 に示したように、韓国政府、企業、キリス

いと考えられる。 しかし、韓国国内では 持続的な

ト教 NGO の 3 者間における共同開発事業に参画し、

社会貢献を目指し、援助のステークホルダーが企業

パートナーシップが成立され、この三者は各自の利

の CSR 改善に影響しており、大・中堅企業におけ

益に基づいた「利益追求型」の構造に基づき Win-
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Win 関係を形成している。この利害関係がこれまで

このような問題が、韓国の援助アクターだけではな

機能してきていたため、国際協力が発展してきたと

く被援助側にとっても問題となる可能性がある。仮

いえる。例えば、政府が外交的に重点を置くアフリ

に韓国市民社会の援助連携によって、開発共同プロ

カ諸国に、ICT 教育のボランティアが入ることは、

ジェクトおよび開発事業を円滑に実行する要件（援

市民社会にとってはキリスト教の宣教活動になり、

助資金の確保）が満たせたとしても、その資金をど

企業にとっては PC などの販売促進に繋がるもので

のように確保し活用するのかという課題が残る。途

ある。このように 3 者の利害が相乗効果をもたらし

上国政府とドナーの役割分担や協力体制を如何に

ていたと言える。確かにこのようなある種、完成し

構築するのかなど、個別の途上国の状況を踏まえて

た利害関係は援助事業を効果的に履行する有効な

検討する必要がある。提供側の便益に基づいた市民

手段となり得るだけではなく、援助プロセスにおけ

社会の表面的な連携と途上国の視点に立った共通

る経済性、効率性の観点からインセンティブとして

の取り組みや目標に基づいた連携は、そのあり方に

機能する場合もある。少なくとも韓国市民社会の援

大きな差異があることを認識するべきである。

助連携における Win-Win 関係は、民間開発援助の

開発援助の成果は、援助国の政府、企業、NGO

エンジンや効率的なプロジェクトの推進力（Driving

などが主体的に関わっても容易に進展しないもの

Force）として作用し、開発共同プロジェクトおよ

である。韓国の ODA の供与額は OECD 加盟国の中

び開発事業を円滑に実行する要件になると同時に、

で下位（2014 年基準）に位置づけられているだけ

援助の持続的な実行および援助の量的拡大に繋が

ではなく、援助の量的拡大、質的改善など国際社

ることが示唆される。

会からの要望もあり、市民社会組織間のパートナー

一 方 で、DAC の 一 員 と し て 援 助 の 実 施 に 対 し

シップが必要不可欠なものとなっている。各アク

て 透 明 性（Transparency） を 保 ち、 か つ 説 明 責 任

ターの複合的な利害関係は援助における相互補完

（Accountability）を果たすことが国際援助の舞台で

機能を果たし、開発共同プロジェクトを円滑に推進

求められる。これまでの各機関の利益追求型の連携

する条件になっていると同時に、韓国における継続

方式では、援助プロジェクトの妥当性や持続発展性

的な援助の実行にも繋がると言える。特に、事業者

などに関する課題が必然的に発生してくる。また、

が民間企業である場合、支援事業のリスクを考慮し

（出典）筆者作成
図 1．韓国の援助主体における三者の利益関係図
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－市民社会の活動に着目して－

た上で、収益機会を追求することがその行動論理と

が開発援助にも大きく影響し、援助アイデンティティ

なっているため、適切な水準の受益者負担を織り込

を形成している。現在に至るまで開発援助の分野で

み、政府、民間事業者、NGO との相互利益関係を

著しい変革を遂げてきたように、今後、韓国市民社

図ることが持続可能な民間事業の達成の促進にな

会が現段階での課題を改善し、韓国の独自の国際協

ると考えられる。

力の在り方がより一層、発展し、国際貢献を果たす

しかし、韓国における企業の CSR、キリスト教

ことが求められているのではないだろうか。

の宗教を基盤とした援助活動は、開発援助団体では
事業履行における「協力」ではなく、同じ目的を持

謝辞

つもの同士が連携し、物事に取り組んだ「パート

本論は宋柔奈の修士論文（2016 年 3 月、大阪大

ナーシップ」の段階に留まっており、世界の先進的

学大学院人間科学研究科に提出）をもとに一部、加

な援助のスタンダードには追い付いていないと示

筆、修正したものです。指導教員の澤村信英教授を

唆される。この連携を「国際協力」のレベルまで向

はじめ、副指導教員の中村安秀教授、河森正人教授、

上させていくためには、受益者（途上国）のニーズ

並びに関係各位に伏して御礼申し上げます。

が反映された開発事業の仕組みや成果プロジェク
トの明確な評価基準の設定が必要不可欠である。ま

【注】

た、韓国国内においても企業とキリスト教 NGO が

１） 韓国の市民社会組織の援助が如何に人道主義的活動

全ての財政状況や活動を公開しているわけではな

に基づくかを明確に示すデータは確認されていな

く、公的資金が入っているにも関わらず、多くが闇

い。ただし、2000 年以降から韓国国内では 「国際援

の中である。今後、公的資金の流れや成果報告を公

助」に対する市民意識の調査研究が、増えてきてお

開することが必要であり、国際開発に携わるステー

り、当該調査の結果等から人道主義的支援にシフト

クホルダーの一員として、説明責任や事業リスクな

してきていると判断できる（行政自治体部 2015 の

どの課題に対してどのような解決策を提供できる

調査から）。

のか、また途上国の公共サービス事業を通じ受益者
が何を求めているのかなどを踏まえ、事業の設計段
階から受益者のニーズが反映される仕組みが欠か
せない。
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A Study on the Development Process of International Cooperation in South Korea:
Focusing on the Activities of the Civil Society
Euna Song
(Formerly Osaka University)
Jun Kawaguchi
(University of Tsukuba)
In this paper, we are going to try to clarify the feature of international cooperation in South Korea regarding the
development process. The system of international cooperation in South Korea is similar to that in Japan, for instance,
KOICA is often called “Korean JICA”. However, we recognized some unique characteristics of South Korea, such as the
facts or “the concept of aid”. It can be said that in the process where South Korea had developed its own international
cooperation, South Korea did not merely follow European or Japanese aid model, but the civil society matured its
assistance culture. In particular, based on the field research, we discovered that two stakeholders, NGO and the economic
activity organization, occupied the important position. In contrast to Japan, a lot of Christian NGOs had been established,
and the support activity by Christian organizations is most conducted in Asia, which is one of the feature of South Korean
assistance culture. Also, I noticed that the Christian mission in South Korea is closely related to the volunteer. In addition,
I found it as one of the characteristics that in the process where the volunteer activity had been gradually institutionalized
and organized, Christianity had an important role as one of the assistance sector.
Keywords : civil society, Christian NGO, institutionalization of volunteer
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戦後の国際社会における「女性の人権」の発見とそれに対する認識の変遷
百

瀬

圭

吾

【要旨】
国連の創設に伴って世界人権宣言が生まれ、人権の認識が戦後初めて世界に広まった。また、1960 年代に
は開発における女性という視点が誕生し、同時にアメリカで人種差別撤廃運動や反戦運動に刺激された市民
運動である、第二波フェミニズムが生まれた。これらが基盤となって、1975 年からは、女性を取り巻く問題
を話し合う世界女性会議が国連主催で開かれることになった。その後、国際社会における議論は、それまで
の女性をテーマにした国際会議という形から、女性に深く関わる個別イシューのなかで女性という存在を取
り上げるという潮流へと変化してきた。そして、1995 年に開かれた第 4 回世界女性会議で、女性の人権とい
う新しい概念が、女性に対する暴力や性の自己決定等の諸課題とともに初めて国際社会のなかで認識される
ことになった。本稿では、これらの潮流の変遷を、草の根の活動家たちの視点から分析し、ジェンダー主流
化という現在の潮流に至る背景を明らかにしようとしている。
【キーワード】女性の人権、世界女性会議、ジェンダー、国連、草の根の活動家

１．はじめに
1-1. 研究の目的

この研究は、第二次世界大戦後から 2000 年まで、

性の地位向上という重要項目の達成度合いが評価
される年でもあった。しかし、依然として、女性の
人権をめぐる諸課題は山積し、とりわけ本稿でも取

国家の連合体である国連を中心とした国際社会に

り上げる課題の 1 つである、女性に対する暴力は、

おいて展開されてきた女性の人権をめぐる議論と

世界各地で頻発し、増加傾向にある。そんな中で、

取り組みの潮流、そして変遷を見つめ、21 世紀を

国際社会が協働して女性の人権に取り組んできた

生きる私たちに手渡されている女性の人権をめぐ

足跡を、21 世紀を生きる私たちは改めて確認する

る諸課題を再確認することが目的である。戦後の第

必要があるのではないだろうか。女性たちのたたか

二波フェミニズムの出現とその運動の発展は、国際

いが、
「20 世紀の革命的運動」
（松井 1997: 16）であっ

社会に女性の人権を認識させていく契機となった。

たならば、その 20 世紀の革命からどんな課題が私

そして、そのエネルギー源となったのは、世界各地

たちには手渡されているのだろうか。これらを導き

の草の根の女性たちが、自らの身の周りで取り組ん

出すために、本稿では戦後の女性の人権の歴史に着

できたそれぞれの地道な活動の積み重なりであっ

目する。そして、国際社会が、どのように女性の人

た。そして、草の根の女性たちは、地域的、文化的、

権を発見し、認識してきたのかをふり返る。

社会的な差異や経済的格差、そして宗教的な違いと
格闘しながら、女性の人権のために横断的につなが

1-2. 研究の分析枠組み

り合って、共に取り組んできた。その成果が、今に

本稿が取り上げる時代の区切り方は、モーザ C

引き継がれているということの価値をこの研究で

の第三世界の女性のためのさまざまな政策アプ

は再提示してみたい。

ローチ（モーザ 1996: 89）という類型を基本に、田

2015 年は、国連が 1975 年を「国連女性年」と定

中由美子が提示した WID・GAD アプローチ１）のさ

めてからちょうど 40 年目の節目であった。また、

まざまな類型（田中 2002: 37）に示された時代の区

2000 年から始動した国連の MDGs（ミレニアム開

切り方に概ね当てはめている。戦後、国連を中心

発目標）の達成年であり、その中に掲げられている

とする国際社会においては、開発と女性という視点

8 つの目標の 1 つである、ジェンダー平等推進と女

で、第三世界と呼ばれた主には南側の国や地域の開
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発途上国の女性を取り巻く諸課題に取り組んでき

歴史的事実がある。そして、そこでの議論が GO に

た。そして、それぞれの国や地域が取り組む共通課

よる会議にもかなりな程度影響を与えてきた。その

題や政策を立案させるための基本方針を決める国

ため、本稿では、それぞれの時代の区切りにおける

際会議等が開催されてきた。本稿では、そうした観

草の根の活動家のはたらきに注目している。
また、当初は NGO としてはっきりと組織化され

点から、国際社会全体の女性に対する政策の変遷に

た女性活動家のグループが NGO フォーラムや国連

注意しながら議論を進めていく。
なお、本稿では、1975 年以降の国際会議を中心

の経済社会理事会に陪席者として参加していたが、

に見ているため、表 1 で示している 1975 年以前に

時を重ねるごとに、より多様な女性たちに開かれた

行われていた福祉アプローチ、貧困撲滅アプローチ

ものとなっていく。その結果、北京女性会議には、

という時期については十分に触れていない。また、

英語力も堪能ではないが、自らの身の回りで起こっ

1990 年以降は冷戦終結も受けて、世界全体での取

ている女性に対する人権侵害や暴力を訴えたいと

り組みの必要性と協働性が求められてきた。その

いう「草の根の女性たち」が会議に多数参加したこ

過程で、女性をテーマにする議論の形から、環境、

とが記録されている（松井 1996: 7）。本稿では、大

人口、社会開発、そして人権のような女性に関わ

局的な女性の人権をめぐる潮流に着目しながら、そ

りの深い個別の重点課題に、女性の存在が盛り込ま

の潮流が一人ひとりの草の根の女性たちの意思と

れてくるようになった。この時期については、表 1

も相関関係にあった、という仮説に立ち、議論を進

には特徴的なアプローチとして示されていない。し

めていこうとしている。

かし、本稿では、1995 年の北京女性会議以降に結

なお、本稿では草の根の活動家たちの個別な活動

実するジェンダー主流化アプローチへのステップ

については触れていない。本来であれば、それぞれ

として、1990 年代前半という時代は、どうしても

の女性たちや活動家たちの具体的な活動にも光を

個別に着目する必要がある時期であると判断した

当てるべきところだが、個別事例を盛り込めば盛り

ため、分析対象として独立させて捉えている。

込むほど、全体の潮流の変遷を十分に扱うことがで
きないと判断したため、本稿では概観を掴むことを

1-3. 用語の定義と研究範囲の設定

優先している。

本稿では、諸所に「草の根の活動家」と呼ばれ

２．福祉から貧困撲滅アプローチの時代

る女性たちを、議論を進めていく上でのアクター

まず、1975 年の国連女性年以前の 30 年を駆け足

として登場させている。これについての簡単な定
義づけを行っておく。まず、草の根の活動家とは、

で確認する。この時代は、表 1 に照らすと、福祉的

本稿が取り上げた国連主催の会議において、その

なアプローチから貧困撲滅的なアプローチが国連

公式な会議参加者であるそれぞれの国家という主

でなされた時期にあたる。戦後、人権という概念を

体に対して、非国家という主体であることである。

国際社会のなかで再認識し、戦後復興の約 15 年を

GO（governmental organization の略）：政府の対義語

経て、1960 年は国連開発の 10 年とされた時代であ

として、NGO（non-governmental organization の略）
：

る。この時期に、国際社会のなかで女性を取り巻く

非政府の主体であることである。この NGO による

問題とそれに地続きの事柄がどのように変化して

フォーラムが、本稿で取り上げた国際会議におい

きたのかを概観する。

て、GO によるフォーマルな会議と併催されてきた
表１
発生年代
アプローチの種類

1950 年頃
福

祉

開発と女性をめぐる国際社会におけるアプローチの変遷
1970 年頃
貧困撲滅

1975 年頃
公

正

1980 年頃
効

率

1985 年頃

1995 年頃

エンパワーメント ジェンダー主流化

どのように表現 女性は保護すべ 女性の自立は経 女性の地位を男 女性は役に立つ 女性の主体性を 性別をめぐる社
されるのか
き存在である
済 的 自 立 で 達 成 性 な み に 向 上 さ から働かせよう
尊重しよう
会構造や制度を
できる
せよう
変革しよう
（出典）田中（2002: 37）の類型をもとに大意を変えず筆者が再編した
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2-1. 世界人権宣言と国連開発の 10 年

ける発展途上国の女性の生産性向上に視点が当て

二つの大きな戦争の後、国際社会は戦勝国を中心

られた。福祉アプローチよりも女性の役割や存在が

に国際連盟の失敗をふり返りながら、国際連合（以

社会的にも重視されているが、このアプローチでは

下、国連）の設立にいち早く取り組んだ。国連憲

その他の複数に重なる女性の社会的役割を無視し

章にも平和維持が国連の主目的として謳われてい

がちであり、不十分な視点であったことをモーザは

るが、人権尊重もその目的として並ぶことになる。

指摘している（モーザ 1996: 104）。

これは、1945 年、国連憲章創設のために開かれた
サンフランシスコ会議で、ラテンアメリカ諸国等か
らの強い主張があったため加えられたものである。

2-2. アメリカの公民権運動と第二波フェミニズム
こうした 1960 年代までの国際社会の動向に沿っ

しかし、国連憲章には人権尊重の具体的内容が記述

て、世界各地では旧植民地の独立運動が盛んにな

されていなかった。そこで、1948 年の第 3 回国連

り、その渦中で東西冷戦は激化していった。その影

総会で経済社会理事会の国連人権委員会が中心と

響はやがてアメリカのなかで抑圧されていた人た

なって「世界人権宣言」を提言した。そして、その

ちの解放運動にも効果を及ぼしていった。そのひと

実効性を踏まえた「国際人権規約」が採択された。

つがアメリカの公民権運動であった。この運動の指

この 2 つは、一国家の法規を超えた、普遍的な人権

導者マーティン・ルーサー・キング・ジュニア（以

尊重のために、国際社会が戦後初めて制定した国際

下、キング）に多大な影響を与えたと言われている

人権章典と呼ばれている（阿部ほか 2002: 12-16）。

のは、インドをイギリスから独立に導いたモーハン

こうした国連による人権の普遍化を希求する動

ダース・K・ガンディー（以下、ガンディー）の思

き、戦後の復興、そして旧植民地の国々の独立と新

想であった。非暴力と不服従というガンディーの基

しい時代に向けての動きが進む一方で、国際社会

本理念は斬新かつ画期的なもので、その後も世界各

は資本主義と共産主義の東西対立の激化を迎える

地の社会運動に理念的影響を与えていった。

こととなった。1950 年代は再び新しい戦争の火種

ガンディーは、人々が団結し、運動が積み重なっ

になるような出来事がいくつもあった。こうした

ていく姿を重視した。自治と主権を非暴力によって

時代を経て、国連は、1960 年代を「国連開発の 10

インドの人々の手に取り戻すことを運動の目標と

年」と定め、戦後誕生した新興独立国を中心に、先

した。その運動はけして急進的ではなく、ゆっくり

進国の資本や技術を発展途上国に提供するという

社会を変動させていくことを念頭に置いた。この思

スタイルの経済発展重視の開発援助が行われた（織

想は、キングの公民権運動に大きな影響を与えて

田 1992: 41）。したがって、少なくとも国連では開

いった（上坂 1994: 40-42）。自分たち、アフリカン・

発という課題と並行して女性への視点が生まれて

アメリカンには、なぜ白人と対等な市民的、政治的、

きたと言えよう。人権や権利というアプローチより

経済的に平等な権利が保障されていないのか。社

も先に、経済的な観点から女性の役割が議論されて

会的な平等を求めて、ガンディーの理念にならい、

きたのである。

キングらは非暴力による運動への参加と団結を同

しかし、この時代に行われた開発と、特に発展途

胞に呼びかけていく２）。この公民権運動の広がりに

上国の女性に対するさまざまな取り組みは、女性の

刺激されたのが、アメリカの中産階級の女性たちで

社会的、経済的、政治的な参加が促されることにつ

あった（堀口 2002: 3）。

ながらなかったと田中は指摘する（田中 2002: 36）。

この女性たちの運動ウーマン・リヴは、第二波

旧宗主国であった先進諸国から旧植民地であった

フェミニズムとも呼ばれ、彼女らの運動のリーダー

発展途上国の女性たちに、その再生産性が重視され

的存在であったベティ・フリーダンは『新しい女性

た性別役割からのニーズ、たとえば家族の食糧や

の創造』（フリーダン 1986）を著した。そこで述べ

乳児のミルク等を付与するというような福祉アプ

られた、戦前の第一波フェミニズムと戦後の第二波

ローチでは、表 1 にあるように、女性は保護すべき

フェミニズムの最たる違いは、前者が主として、男

存在であるという見方が強く、女性の意思決定への

性と同等の市民的・政治的権利を求めることのみに

参加促進やライフスキルの提供等にはつながらな

着目したのに対して、後者は女性として男性と対等

かった。続く貧困撲滅アプローチは、経済活動にお

な権利を求めながらも、もっと本質的な女性の多様
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な生き方や自由を模索しようとしたことであった。
ベティはその著書のなかで、男性も男性という創
られた性的役割やオーソドックスなあり方に縛ら
れている存在であることを指摘し、男女は性別とい

３．公正・効率からエンパワーメントの
時代へ

3-1. メキシコ女性会議（公正アプローチの時代）―
「国連女性の 10 年」のはじまり

う枠を超えて自らの多様なあり方を選択していく

1960 年代の第二波フェミニズムの隆盛と、世界

ためのパートナーであると説いた。そして、多様な

各地の女性たちの身近な場所で起こる問題への取

女性のあり方が社会のなかで当然に保障されてい

り組みは、ともに重なり合いながら、国際社会を動

くことを求めたのである。このことから、第二波

かしていった。そして、国連が 1975 年を「国連女

フェミニズムは、性別を超えた人間の解放を求めた

性年」と定めることへと結実させていく。この年、

といえよう。

国連は世界で初めて女性をテーマにした国際会議
をメキシコで開催した。第 1 回世界女性会議である。

2-3. 第二波フェミニズムがもたらしたもの

この会議のテーマは、大きくとらえれば男女の性別

ここまで、第二波フェミニズムの発生について

的役割についてであった。そして、会議の最後にま

簡単に見てきたが、松井やよりは、第二波フェミ

とめられたメキシコ宣言・行動計画には男女の性別

ニズムがもたらしたものを「20 世紀の革命的運

的役割を超えていくことが強調された。そして、
「平

動」と呼んでいる。1970 年、松井が新聞記者時代

等・開発・平和」がメキシコ女性会議から一貫した

に、欧米の公害問題や環境問題を取材に行った際、

世界女性会議のテーマとなった（松井 1997: 17）。

アメリカのウーマン・リヴのグループに出合った。

こ こ に は、 第 二 次 世 界 大 戦 を 超 え て、 戦 後 は

彼女らとの対話のなかで、松井はそのグループに

旧植民地とされていた国々が次々に独立を果た

集う女性たちが、自らの身の回りで起こる課題に

し、それらの国々への開発援助の活性化が与えた

取り組む姿に強く触発される。そして、女性であ

影響がある。前述する通り、1960 年代は、戦勝国

る自分たちを抑圧してきた男性に取って変わるこ

であった西側諸国や敗戦国でも復興を果たしつつ

とを目的にするのではなく、オータナティブな生

あった日本やドイツが経済協力機構（Organization

き方を模索しようとしていることを目の当たりに

for Economic Co-operation and Development： 以 下、

し、自分が女性であることの素晴らしさをもっと

OECD）を結成した時代であった。OECD では当初、

受け入れていきたいと思うようになったと手記に

西側で推進された資本主義経済と近代化論による

残している（松井 1997: 16-17）。松井自身のこの

世界的発展をめざして、かつて植民地とされた国々

シフトチェンジにもあるように、一人ひとりの女

の開発を支援しようと試みた。

性たちが社会的にあるいは文化的に当てはめられ

しかし、当初、OECD が行った開発援助の考え方

てきた自分たちの生き方を解体するほどの影響を、

は、開発においては女性を家庭の中における役割で

第二波フェミニズムは及ぼしてきたのである。そ

しか捉えていなかった。そのため、OECD の女性に

のことを松井は「20 世紀の革命的運動」と表現し、

対する開発援助は家族計画や母親役割というよう

この運動がもたらした価値を評価しようとしてい

なジェンダーに捕らわれたものに止まった（目黒

るのではないだろうか。

2002: 301）。これはまた、女性を開発において受け

また、第二波フェミニズムでは、ウーマン・リヴ

身的な存在と捉え、子どもを産むという女性の再生

を基盤とする女性 NGO が、国連の経済社会理事会

産的側面にのみ焦点を当てた援助の方法であった。

における協議的地位を活用し、国連女性の地位委員

女性に対して社会が最も期待する役割は育児と家

会（Council for Status of Women 以 下、CSW） 等 へ

事という 2 つの無報酬な再生産労働のみが強調され

戦後早くからロビイングしてきた。それが、1967

た（モーザ 1996: 87-95）。したがって、この時代に

年の「女性差別撤廃宣言」、1976 年からの「国連

開発における女性という観点の主流であった公正

女性の 10 年」、1979 年の「女性差別撤廃条約」の

アプローチは、第二波フェミニズムの影響も受けな

成立にも影響を与えたと言われている（織田 2007:

がら、女性を男性並みの立場に向上させようという

149-150）。

ものであった。しかし、とりわけ第三世界の貧しい
女性たちが社会構造において直面している本質的
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な問題にまで、このアプローチでは着手するに至ら

の面からも女性が生産的な経済活動に参加できる

なかったと言えよう。

ように再生産的な労働にあたる出産や育児を支援

また、最終的にはメキシコ宣言・行動計画は開催

するために保健衛生分野の取り組みを見直すこと、

地であったメキシコの女性たちを中心とする第三

そして、女性の生産的な能力が十分に発揮されるよ

世界の女性たちからの発言を加筆して、修正されて

うに女性への教育を普及させることが重視された

いる。そこには、先進工業国の中産階級の女性たち

（田中 2002: 38）。これらは後に見る構造調整政策と

によるフェミニズムから発信された女性の解放で

いう 1980 年代に登場した開発援助における考え方

は、第三世界の女性たちの抑圧的な立場を解放する

を基盤にしているが、結果的に、第三回世界女性会

ことはできない、という主張があった。メキシコで

議でその負の側面が批判されていく。

討議された開発は、先進工業国が消費する原料や

また、この会議に併催された NGO フォーラムで

食糧を供給するために行われる、言ってみれば「第

は、開催国デンマークのエコフェミニストらが「エ

二の植民地化」であり、真に旧植民地であったある

コフェミ宣言」を出した。ドイツのエコフェミニス

いは発展途上にある国や地域の解放にはつながら

トであるマリア・ミースは、ソーシャル・エコフェ

ないことが鋭く批判されたのである。メキシコ女性

ミニズムという立場から、
「人間の解放と自然の解

会議に参加した安東美佐子によれば、メキシコ会議

放の同時達成を求める社会的運動」の必要性を主張

とは、「富める国のアメリカと、飢えに苦しむ第三

した。彼女らは、男性による女性への支配・搾取・

世界の女性たちの『世界の政治経済体制の変革がな

抑圧と人間による自然への支配・搾取・抑圧に、相

くては、女性解放もあり得ない』という主張が、激

関性を見出し、どのようにそうした本質的な構造を

しく対立した」場であった（安東 2011: 71）。

変えていかれるのかに着目した（萩原 2001: 48-49）
。
メキシコの第一回世界女性会議以降、西洋の草の根

3-2. コペンハーゲン女性会議（効率アプローチの
時代）―開発のための雇用、健康、教育
国連婦人の 10 年の中間点に当たる 1980 年 7 月、

の活動家のなかには、第三世界の女性たちが置かれ
ている状況を直視し、あるいは貧しい女性たちの取
り組みに影響も受けながら、萩原なつ子が指摘する

デンマークのコペンハーゲンで開かれた第 2 回世界

ように「女性と自然と第三世界の搾取によって成立

女性会議では、女性を取り巻く問題として、特に「雇

している近代産業社会の矛盾と生態系の危機を訴

用、健康、教育」に焦点が当てられた。具体的には、

え」
（萩原 2002: 209）る者たちもこの時期に現れた。

女性の財産所有権や財産相続権、また子どもの親権
や国籍の選択において母親の国籍を子どもが選択
できるように、各国の国内法を整備していくという

3-3. ナイロビ女性会議（エンパワーメントの時代へ）
―第三世界の女性たちからの訴え

内容が盛り込まれた。国際社会としては、1979 年

1985 年、最初の世界女性会議から 10 年目に当た

に国連で採択された「女性差別撤廃条約」への批准

る年に、ケニアの首都ナイロビで 3 回目の世界女性

を促したかった意図があった（松井 1997: 19）。

会議が開かれた。ここでは、とりわけ第三世界の女

開発における女性という観点で言えば、「効率ア

性たちが自分たちの抱える課題を発信した。注目し

プローチ」と呼ばれる取り組みが、この時代、主流

たいのは、第 1 回の世界女性会議から公式な会議と

となっていた。このアプローチは、開発をより効率

して併催されてきた NGO フォーラムのアクティブ

的かつ効果的に行う目的で、特に第三世界の貧しい

な進化と、草の根の女性たちの参加拡大である。

女性たちが経済活動に参加することが促されれば、

この NGO フォーラムには、1975 年の参加者数で

自ずと女性たちの公正な社会参加につながり、開発

ある 6,000 人の倍以上の参加があった。日本から参

も効率よく進むであろうという前提に考えられた

加した山下泰子は、その著書のなかで「肌の色も違

ものである（モーザ 1996: 104）。つまり開発のため

い、ことばも違い、着ているものも、国籍も、文

に、女性の「雇用、健康、教育」に焦点が当てられ

化も、宗教も、経済の状況も異なる女性たちの間

たとも言える。女性を開発における重要な人的資源

に国境はなく、熱い『ソリダリティ（連帯）』が醸

であるという経済的側面に立って、女性が働ける場

成されていました」と書いている（山下 1998: 88）。

を広げ、雇用を促進すること、家族計画や人口抑制

また、ナイロビ女性会議で活躍したのは、地元アフ
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リカのエネルギッシュな女性たちであった。彼女た

3-4. 小括―女性の人権とエンパワーメント

ちの存在感は、当時の第三世界の女性たちに向けら

ナイロビ女性会議では、もう 1 つ大きな成果が

れていた、貧しく、憐れで助けてあげるべき存在と

あった。それは、
「エンパワーメント」の発見である。

いう先進諸国が築いていた先入観を打ち砕いた（織

エンパワーメントとは、第三世界の女性たちによっ

田 2007: 154）。

て多用された概念であると言われ、女性たちの自立

ナ イ ロ ビ 女 性 会 議 で は、「 ナ イ ロ ビ 将 来 戦 略 」

向上心によって、自分たちの潜在的な力を呼び覚

が提言された。これは、1975 年からの「国連女性

ますことを意味する（モーザ 1996）。この後、エン

の 10 年」のなかで、第三世界の女性たちの状況

パワーメントは女性の人権をめぐるさまざまな取

が改善されていないことを指摘したものだった。

り組みの基盤的概念となっていく。これによって、

ナイロビ女性会議への準備をきっかけに、1984 年

それまで、社会のなかで客体的な存在と見られて

にインドのバンガロールに集まった第三世界（主

きた女性が、主体的な存在としてシフトし、力を発

に 南 の 国 々） の 女 性 の 研 究 家 や 活 動 家 に よ り 結

揮していくことがさまざまな場で推進されていく。

成 さ れ た「 新 し い 時 代 に 向 け て の 女 性 の 開 発 オ

北京女性会議でも、キーワードの 1 つとなった（松

ルタナティブ」（DAWN）は、ナイロビ女性会議

井 1996: 49）。

の NGO フォーラムにおいて、1975 年から一貫し

久保田真弓は、
「エンパワーメントを考えるには、

たテーマとなっている「平等・開発・平和」の実

より良い社会を目指して、社会構造を変えていく

現には、世界的な経済秩序や経済構造における問

ことまで視野に入れていかなければならない。つ

題点を包括的に捉えていくことが重要であること

まり、女性のエンパワーメントとは、ジェンダーの

を主張した。これは、1970 年代から世界銀行や

視点に立った社会関係の変革である」と言っている

国際通貨基金のような国際金融機関や政府開発

（久保田 2005: 30）。また、人種、民族、性別、年齢

援助を提供する先進諸国が進めた構造調整政策

などにかかわらず、その人が潜在的に持っている能

（Structural Adjustment Policy： 以 下、SAP） の 問

力が発揮されない社会構造があるとするならば、そ

３）

題点を批判するものだった 。
メキシコ女性会議以前から取り上げられてきた

の構造のメカニズムを分析しなければならないこ
とを主張している。このような視点から、世界女性

「開発における女性」という課題において、貧しい

会議のように女性がテーマの国際社会の対話から、

南側の女性が貧困から抜け出すためには、開発への

女性とはけして切り離せない個別イシューのなか

参加が必要であることが議論されてきた。しかし、

に女性の存在を包含して捉えていくというスタイ

SAP のような先進諸国や国際金融機関からの債務

ルが、1985 年以降の女性の人権をめぐる議論のな

返済のために、南側の国や地域に外貨獲得を目的と

かでは確立されてきたと言える。そして、次に見て

して促される特定の産業や商品作物の生産奨励は、

いく 1990 年代前半は、冷戦終結時と 20 世紀の終わ

南側の国や地域にとっては北側の国々を中心とす

り近くという転換期にあたり、「21 世紀のための世

る先進諸国からの第二の植民地化を意味する側面

界規模での予定表を設ける」（ボーランド 1997: 20）

が否めなかった。したがって、SAP を前提とする

時代でもあった。それでは次に、この転換期に行

ような開発への参加は、南側の女性たちを何ら解放

われた女性と切り離せないテーマが話し合われた 4

するものではないと主張されたのである。

つの重要な国際会議での議論を概観していこう。

このように、ナイロビ女性会議では、グローバル
な経済の仕組みがいかに女性に影響を与えているの
かが取り上げられた。会議の後に、OECD において

４．冷戦終結後の世界の諸課題と女性の役割
4-1. 地球環境サミット

も援助についての基本方針の改訂が行われた。それ

1992 年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれ

は開発援助の基本的な理論転換につながっていった

た国連環境開発会議（以下、地球環境サミット）は、

と言われている。目黒依子は、これを「開発がジェ

1972 年の国連人間環境会議以来、国連主催の会議

ンダーの視点を欠いていた（gender blind）ことの問

としては公式に初めて環境がテーマに取り上げら

題を認識した」と言っている（目黒 2002: 304）
。

れた。その会議で策定された「アジェンダ 21」と
いう 21 世紀に向けての持続可能な開発をめざす基
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本方針の第 24 章に、持続可能な開発における女性

なった（国際連合広報センター 1993: 4）。また、こ

の役割が明記され、男女平等がその前提であること

こで初めて認識された「女性に対する暴力」という

が公式に認められた。アジェンダ 21 に第 24 章の文

概念は、その後、第 4 回世界女性会議で大きなテー

面が盛り込まれた経緯について、萩原なつ子は、ア

マとなった。また、新たに国連の女性に対する暴力

メリカのマイアミで開かれた「健康な地球のための

に関する特別報告者（Special Rapporteur on Violence

世界女性会議」（以下、マイアミ会議）でまとめら

Against Women）という組織も新設されることが決

れた「女性のアクションアジェンダ 21」が果たし

まった。最大の目玉は、女性に対する暴力は人権

た役割を指摘している（萩原 2002: 213）。

侵害であることが定義されたことである。そして、

「女性のアクションアジェンダ 21」とは、持続可

女児を含む女性への暴力を次の 3 つのカテゴリーに

能な開発と環境保全に女性が果たす役割が示され

分けて定義したことである。まず、職場や学校、コ

たもので、経済、人口、貧困、戦争等による環境破壊、

ミュニティ等の「社会」における暴力である。次に、

そして人権のような世界女性会議でも取り上げら

親しい関係や家族、配偶者による「家庭内」におけ

れてきた国際社会における諸課題について、女性た

る暴力。最後に、そうした女性への暴力を容認する

ちが政策決定の場により多く参加し、意見の反映が

さまざまな社会通念や構造、制度や文化に起因する

より多くなされることを求めたものである。これに

構造的な暴力、あるいは戦争。これらを「国家」に

は、地球環境サミットの準備が始まった段階におい

おける暴力とした。

て、あまりに女性の参加が少なかったという実態が

会議で認識されたもう一つの重要な概念がある。

あった。環境分野においても開発分野と同様に、女

それは、「女性の権利は、普遍的な人権である」と

性が問題解決において欠かすことができない存在

いう考え方である。これは、NGO からの発信であっ

でありながら、政策決定の場や意見表明の機会から

たが、市民的権利や政治的権利まで含めて支持する

排除されてしまいがちである状況を改善すること

という考え方で、人権の不可分性を認めたもので

が目指されたのである。このような経緯を経て、草

あった（ボーランド 1997:21）。この背景には、ま

の根の活動家らによって編まれた「女性のアクショ

ず先進諸国の女性たちが家庭内でパートナーから

ンアジェンダ 21」は、地球環境サミットの事務局

殴られることを訴え出したことがあった。この告発

長に手渡され、最終的には地球環境サミットで取り

が、世界各地の女性たちの沈黙を破るきっかけに

上げられて、
「アジェンダ 21」の中に盛り込まれた。

つながった。この時期、たとえばインドでダウリー

女性と環境を考える際に、もうひとつ重要なこと

殺人５） や警察官によるレイプに反対し、声を挙げ

がある。それは、地球環境サミットよりもずっと前

た勇気ある当事者とそれを支えたフェミニストら

から、南側の国や地域では、自らが暮らす場所を守

との連帯があり、これらは女性の人権への世論の高

るために、自分の家の裏庭から、草の根の活動家ら

まりに影響を与えた（竹中 2002: 242-244）。それま

４）

が地道な環境保全運動を展開していたことである 。

で国連が取り組んできた人権問題は、国家やある集

このような第三世界の草の根の活動家らの影響も

団による個人またはある集団への人権侵害に限定

受けながら、第 2 回世界女性会議の NGO フォーラ

されていた。これに対して、女性の人権を脅かす女

ムでは、エコフェミニストらが、男性が数百年に

性に対する暴力は、家庭や身近な人たちの間で起こ

渡って人為的に創り上げてきた近代産業社会を批

る。したがって、そうした私的領域における暴力に

判している。その 12 年後、ようやくこの地球環境

ついても、国際社会は取り組まなければならないこ

サミットを境に、開発と環境、そして女性とは、け

とが「ウィーン宣言・行動計画」によって認識され

して切り離せない相互関係にあるという認識に到

た。ここに、「女性の人権」という新しい人権概念

達したのである。

が切り拓かれたのである（織田 2007: 162）。

4-2. 世界人権会議

4-3. 国際人口・開発会議

1993 年 6 月に、ウィーンで開かれた世界人権会

カイロで開かれた 1994 年の国際人口・開発会議

議は、その年の国連総会で決議された「女性に対す

（以下、カイロ会議）では、世界で初めて「リプロ

る暴力撤廃に対する宣言」に結び付く重要な会議と

ダクティブ・ヘルス／ライツ」という概念が定義さ
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れ、国際社会がそれに取り組むことの合意がなされ

た NGO フォーラムには、12,000 人を超える参加が

た。ここで採択された「カイロ行動計画」は、
「ジェ

あった（国際連合広報センター 1998）。

ンダーの公平・平等と女性のエンパワーメントを推

この会議のテーマであった「社会開発」とは、ア

進すること」を基本目標の一つにし、女性の人権に

メリカのケネディ大統領によって提唱された「経済

焦点を当てていた（ボーランド 1997: 35）。

開発」という概念から、経済開発では対応しきれな

特にリプロダクティブ・ライツの面では、一連の

くなった社会の多様な出来事に対応していくため

世界女性会議での議論、特に女性が自分のことを自

の、もうひとつの開発概念として 1980 年代頃から

分で考え、自分の身の回りのことを自分で決定して

登場してきたものである（西川 2000: 219）。これは、

いくことを下支えするためにエンパワーメントや

人間の基本的必要（Basic Human Needs 以下、BHN）

世界人権会議で提唱された「女性の権利は、普遍的

に基づく経済開発の考え方である。この BHN は福

な人権である」という考え方の変化、女性を取り巻

祉的施策の充実により、人が生きていくための基礎

く環境の改善による影響が大きかった。そして、リ

的な必要をすべての人々に提供するように努力し、

プロダクティブ・ヘルスの面では、世界保健機関の

その不足を公的保障によって補っていくという精

保健医療の実践家らを中心に、性と生殖についての

神に立脚するものである。さらに一人ひとりのエン

包括的な保健医療アプローチの必要性が現場から

パワーメントとともに、平等な社会的統合につなが

繰り返し提示されていた（佐藤 2002: 105-106）。

るように、「内発的発展」をそれぞれの人々がめざ

リプロダクティブ・ヘルスとは、女性の生涯にわ

していかれるように促すものが、社会開発と並ぶ人

たる幅広い健康を指す。そして、リプロダクティブ・

間 開 発（Human Development：HD） と い う 新 し い

ヘルスは家族計画や母子保健、性感染症や飛躍的に

開発概念であり、これが 1990 年代に登場する６）。

感染が拡大した HIV/ エイズを含む健康問題への包

「コペンハーゲン宣言及び行動計画」
（国連広報セ

括的なアプローチである。そして、リプロダクティ

ンター 1998）には、持続的な社会的・経済的発展

ブ・ヘルスを女性の生涯にわたる幅広い健康という

には、女性の完全な参加と男女の平等と公平が不可

意味で捉える時、それを脅かすものには、レイプや

欠であることが謳われている。また、多くの女性

性的虐待、人身売買、女性器切除のような前述した

と子どもが緊張と搾取にさらされていることが書

社会や家庭、あるいは国家や伝統慣習による女性に

かれている。特に女性のエンパワーメントが、開発

対する暴力が含まれる（佐藤 2002: 103-104）。

の目標であり、女性の能力が開発の主要な資源であ

松井やよりは、このカイロ会議で取り上げられ

ることを認めること、そのための社会の制度や政策

たリプロダクティブ・ライツは、「性の自己決定権」

の決定、評価の場に女性が完全参加することが強調

という考え方の広がりのなかで、セクシャル・ライ

されている。ここから、ナイロビ世界女性会議から

ツ、すなわち「性的権利」とも捉えられると言って

10 年を経て、開発における女性の存在への認識も

いる。ただし、これは難しい問題であって、セクシャ

シフトしたことがわかる。

ル・ライツについてそれを推進する国々とそれに反

また、同行動計画には、あらゆる女性に対する暴

対するイスラム教の国々やカトリック保守派との

力が、女性の社会的統合を阻んでいること、組織犯罪、

間では、激論につながったことも指摘している（松

民族及び宗教紛争、内戦、人身売買が女性と子ども

井 1997: 23-26）。

を脅かし、社会開発の阻害要因になっていることが
指摘され、取り組むべき課題として挙げられている。

4-4. 社会開発サミット
1995 年 3 月、社会開発サミットは、貧困撲滅と
そのための完全雇用、そして社会的統合を会議の

５．北京女性会議―20 世紀の女性運動の
総括として

テーマとして開かれた国際会議である。このサミッ

前項では、女性を取り巻く問題を議論するという

トは、国連や各国政府、国際機関や国際援助団体な

言わば狭義のスタイルから、社会的な男女の差異

どの代表が参加した史上もっとも大きくインパク

や役割を再考していこうというより広義のジェン

トある会議の一つとなった。本会議には 16,000 人

ダーの視点が切り拓かれていく経緯を見つめた。本

を超える参加があり、サミットに並行して開催され

項では、この成果を踏まえ、20 世紀の女性の人権
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をめぐる議論の 1 つの到達点とも言える「北京女性

「1 人目は、グアテマラから来た女性で、1996

会議」を取り上げ、本稿の中心的な議論をまとめて

年まで軍事政権によって続けられた先住民族へ

いく。

の迫害によって、子どもを虐殺され、自らも乳房
を切り落とされるという痛ましい紛争下の暴力

5-1. 世界各地から集った草の根の活動家たち

に遭った女性であった。

1995 年 9 月、各国から 18,000 人もの女性たちが

2 人目は、同じような武力紛争の下で、性的暴

集まった第 4 回世界女性会議では、政府間会議にも

力を受けたボスニアからきた女性だった。この女

NGO メンバー等が多数参加した。同時に、政府間

性は、敵対する勢力の軍人に夫と子どもを殺さ

会議以前に催された NGO フォーラムには、31,000

れ、その遺体の隣で 10 日間に 15 回も入れ代わり

人を超す女性たちが世界各地から集まり、とりわけ

立ち代わり敵対する勢力の軍人らにレイプをさ

アジアからの女性たちがたくさん参加していた（松

れた。その結果、レイプ加害者との間に子どもを

井 1996: 5）。

妊娠した状態で、自らの身の上に起こった出来事

日本からは、北京女性会議の NGO フォーラムに

を語るべく北京に来た女性であった。

5,000 人もの女性たちが参加した。その 1 つであっ

3 人目は、インドのデリーでダウリー殺人の被

たかながわ女性会議では、
「女性の人権 … 神奈川に

害に遭い、夫と義理の母親によって、燃え盛る火

おける女性への暴力」と題し、DV、セクシャルハ

の中に押し込まれた女性であった。その女性の身

ラスメント、買売春、シェルターの 4 つの女性に関

体の大半は焼けただれていた。体の損傷のひどさ

するテーマを設け、神奈川の地元で意識調査を行っ

からほぼ治る見込みもなく、ほとんどあと数日し

て準備をし、北京でワークショップを開催した。そ

か生きられないような状況のなかで、北京に参加

のなかで家庭内や社会のなかで起こった暴力から

した。たとえ北京で死んでも、そこで自分が告発

女性たちが逃れるために、いち早く 1982 年に県立

することで、意義はあると信じたからだと語った」

かながわ女性センターに緊急一時保護室（公設シェ

Twist (2003: 197-202) より引用し、筆者が和訳

ルター）が設けられたこともワークショップでは取

し、大意を変えない範囲で要約した。

り上げた（かながわ女性会議 1995: 16-19）。
以上のような女性に対する暴力の惨状は、北京で
5-2. 女性に対する暴力への取り組みのために
1993 年のウィーン世界人権会議で、「女性の権利
は人権である」という認識が初めて国際社会のなか

いくつも告発された。中でも注目されたのが、人身
売買の被害であった。北京では、女性たちの地位の
低さ、開発への不十分な参加、環境破壊等によって、

に登場したが、北京女性会議で採択された「北京宣

「周辺化」させられた女性たちが地方から大都市や

言」でもこの認識は再び明記された。そして、新し

外国の都市に労働目的のための移動をし、そのなか

い世紀に向けての羅針盤と言うべく創り出された

で人身売買されているという構図が世界各地から

「北京行動綱領」には、12 項目の取り組むべき課題

告発された。人身売買は「組織犯罪」として、また

が記述された。それは、貧困、教育、健康、女性に

組織犯罪の活動資金源として、21 世紀を迎えた今

対する暴力、紛争下の女性、経済、権力と責任の分

日、国連で取り締まり強化が積極化している。しか

担、地位向上のための機構、人権、メディア、環境、

し、はじまりは女性に対する暴力として北京女性会

少女である（UN Women 2014）。特に 1993 年の世

議で告発された人権侵害であるという見方が重要

界人権会議を経て、北京女性会議ではっきりと認識

であろう。北京行動要綱のなかにも、こうした実状

されたものが、女性に対する暴力であった。

を受けて人身売買も女性に対する暴力の一形態と

社会活動家の Lyyne Twist はその著書のなかで、
彼女自身も参加した北京女性会議の NGO フォーラ

してはっきりと捉えられ、取り組むべき課題となっ
たのである（UN Women 2014: 79）。

ムでの報告を取り上げている。そして、
そこで出会っ
た世界各地からやってきた女性に対する暴力の被害
の当事者からの告発を次のように書いている。

5-3. 北京で浮き彫りになった女性の人権をめぐる課題
北京では、政府代表団や専門家に加えて、真に
草の根の活動家らが国際会議に多数参加をし、一
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人ひとりの声が各国の政策や国際社会がめざす共

本部で開かれた。この女性 2000 において、参加国

通の目標に進化していった。この傾向は、1975 年

は北京宣言と行動綱領を実践するためのよりハイ

のメキシコ女性会議から、本稿で取り上げた 20 年

レベルな行動と方針を発揮するための政治的な共

間のいくつかの会議に共通のものであり、さらに草

同宣言と成果文書の合意に至った。また、ここでは

の根の活動家たちの参加者数の増加や広がりが増

北京女性会議後に起こったアジア経済危機や各地

えてきたことに注目したい。草の根の活動家たちが

での紛争、自然災害等で影響を受けるのが、圧倒的

所属する国や地域は、しばしば彼女たちに対して抑

に女性が多いことが確認された（目黒 2002:307）。

圧的な場合がある。そのため、組織化されていない

また、これまで見てきたように、国連を中心とす

小さな集団も含め、世界各地の女性 NGO 等は、女

る国際社会においては、開発における女性（WID）

性の人権についての問題や取り組みの提案を自国

という視点から、ジェンダーと開発（GAD）とい

の政府や地域へのはたらきかけを迂回して、本稿で

う視点へのパラダイムシフトが起こってきた。本稿

取り上げてきたような国連主催の会議等で共通の

では文末注にて、この WID と GAD に触れている

目標形成につながるように政策提言を行っていく

が、北京女性会議以降、GAD という視点がさらに

という運動スタイルを選択してきた。織田由紀子

深化し、
「ジェンダー主流化（gender-mainstreaming）」

はこれを「ブーメラン状」の運動と呼んでいる（織

という考え方が切り拓かれた。1997 年 7 月に国連

田 2007: 148）。北京では、さらにその運動スタイル

の経済社会理事会で決議されたジェンダー主流化

が進化した。国際会議に参加できるエリート層だけ

の定義は、
「すべての分野のすべての種類（レベル）

でなく、社会のなかで周辺化させられているような

の法律、政策、プログラム（施策）を含め、すべて

当事者の女性たちの参加が多くあったことはその

の施行が女性と男性に与える影響を評価する過程

裏付けであろう。

である。（中略）最終的ゴールはジェンダー平等を

その一方で、女性の人権の普遍化について、北京

達成することである」とある（田中 2002: 42）。

での議論も踏まえリプロダクティブ・ライツという

本稿でテーマとしてきた、戦後の国際社会にお

言葉やそれをもう少し進めた「性の自己決定」とい

ける「女性の人権」の発見とそれに対する認識の

う女性の人権の考え方は、特にイスラムやカトリッ

変 遷 は、 表 1 に 見 た よ う な 開 発 の ア プ ロ ー チ の

ク保守派（ヴァチカン）の女性たちからの抗議の

変遷に従って推移しながら、まず 1960 年代から

声にもつながった（目黒 2002: 306）。つまり、女性

1990 年代前半までの 30 年間に「女性の人権」と

の人権は、北京に集まった世界各地の女性たちが

いう概念の発見があった。その後、さらに議論が

それぞれに置かれている社会的、宗教的、文化的

深まり、2000 年頃までに「ジェンダー平等」とい

立場に立つと、普遍的なものと捉えるには難しい現

うさらに広がりのある概念に到達したということ

状が多分にあったのである。しかし、北京で再認識

が言える。そして、ジェンダーという認識に至っ

された女性の人権という概念は、20 世紀の女性運

たことで、性別や社会構造を超えて、表 1 に示さ

動を総括したとも言える。それまで議論の主なテー

れるような「性別をめぐる社会構造や制度を変革」

マであった女性という視点をさらに広げ、男女の社

することが、21 世紀の国際社会における共通の課

会的な役割に注目する「ジェンダー」の視点をあら

題として、私たちには手渡されていることがわかっ

ゆることに盛り込んでいこうという動き、すなわち

た。一方で、ジェンダー主流化をいかに普遍化さ

「ジェンダー主流化」という新しい道筋が、北京行

せるか、ということはまだ途上のようである。今

動綱領によって明らかになったからである（田中

日においても異なる宗教、文化的差異や人々の価

2002: 39）。

値意識、経済的格差によって、女性の人権の普遍
化への抵抗があった歴史的事実が示す通り、この

６．まとめ―ジェンダー主流化をめざして

普遍化への道のりは遠い。本稿でも十分に取り上

2000 年 6 月 に、 国 連 の 特 別 総 会 で、 北 京 女

げきれなかった、このジェンダー主流化の普遍化

性 会 議 の 5 年 目 の レ ビ ュ ー を す る た め の「 女 性

あるいは取り組みの現状を、今後の課題としてい

2000―21 世紀のためのジェンダー平等、開発そし

きたい。

て平和」（以下、女性 2000）がニューヨークの国連
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【注】
１） WID(WOMEN IN DEVELOPMENT) とは、既存の社
会構造の枠内で女性の参加を促進することにより、
女性の抑圧を解消できるとする見方であり、GAD
（GENDER AND DEVELOPMENT）とは、女性を抑
圧している社会構造のメカニズムを見つめ、性と階
級の交差のなかで開発における女性の問題を見ると
いう見方を指す（織田 1992:44）。
２） ここで言う同胞とは主に男性を意味する。性別によ
る差別や不平等、女性解放運動については、キング
はそれほどの関心を持たなかった。当時の圧倒的多
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The Post-WWII Discovery of Women’s Human Rights in International Society
and Shifts in Its Recognition
Keigo Momose
The recognition of human rights spread around the world after the establishment of the United Nations and the
proclamation of the Universal Declaration of Human Rights. In the 1960s, just as the viewpoint of women in development
(WID) emerged in the field of development, feminism’s second wave began in the US as a civil movement influenced
by movements for peace and the elimination of racial discrimination. On this foundation, the UN began hosting World
Conferences on Women in 1975 as fora for discussing issues pertaining to women. Subsequently, women’s issues were
mainstreamed in international society starting with their incorporation in thematic international meetings and leading
to increased visibility of women’s presence in myriad issues and fora. Furthermore, a new concept of human rights for
women was introduced in the 4th World Conference on Women in 1995, along with several other issues like violence
against women and sexual self-determination. This was the first time that such rights were recognized in international
society. The author analyzes shifts in these streams of issues pertaining to women from the view of grassroots activists,
while investigating factors underpinning contemporary “gender mainstreaming”.
Keywords : women’s human rights, grassroots activists, gender, United Nations
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国際ボランティアプログラムにおける互恵性のデザインと
学生間の学び合いの分析
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田

晶

子（法政大学）

【要旨】
サービスラーニングの基盤となる考え方として、学生はコミュニティーのニーズに対応したサービスを提
供し、その代わりにサービス経験を振り返ることで自分達も学ぶという互恵的な関係が前提とされている。
しかし、サービスラーニングにおける「互恵性」はしばしば研究者、プログラム関係者によって理念的に語
られるものの、実際のプログラム分析においてどのようにデザインされ、どのように相互構築されるのかが
十分に分析されていない。本稿はこうした課題意識から、サービスラーニングにおける「互恵性」の概念を
Dostilio, Brackmann, Edwards et al. (2012) の枠組みを用いて検討し、実際のプログラムにおいて互恵性がどのよ
うに構築されたのかを日本語ボランティアとフィールドワークで構成される国際ボランティアプログラムの
分析を通じて明らかにした。分析では交換、影響、創出の概念を用いて互恵性の構築に向けた取り組みと学
び合いを分析し、今後、プログラムの互恵性をさらに高めるために何が必要なのかを検討した。
【キーワード】国際サービスラーニング、日本語ボランティア、フィールドワーク、協働

１．はじめに
サービスラーニングとは、教育活動の一環として、

２．サービスラーニングにおける互恵性
サービスラーニングは参加学生とコミュニ

学生が地域コミュニティーのニーズを踏まえた活動

ティーの双方が互恵的な関係性を持つことを前提

に参加し、同時にそうした活動を学生達自身も振り

としている（Jacoby 1996; Jacoby & Associates 2003;

返ることを通じて学ぶものであり、サービスラーニ

Bringle & Hatcher 2011)。しかしサービスラーニング

ングにおいて学生とコミュニティーメンバーは支援

における関係者（学生、大学、受け入れコミュニ

するものと支援を受けるものという不均衡な関係性

ティー等）の関係性において、互恵性は決して自明

ではなく、対等の立場に立って互恵的な関係性を構

のものではない。アメリカのサービスラーニングの

築することが前提とされる（Jacoby 1996）
。

批判的分析では、サービスラーニングの関係者の間

しかし、実際のサービスラーニングプログラムに

の人種、階級、文化のせめぎあいが明らかにされ、

おいては互恵性の意味が定義されないまま理念的

互恵性を構築することの難しさが指摘されている

に語られることが多く（Dostilio et al. 2012; Bringle

（Stewart & Webster 2011）。また海外におけるサービ

& Hatcher 2011）、教育プログラムにおける互恵性を

スラーニングプログラム（国際サービスラーニング

意識した取り組みがどのように行われているのか

プログラム）においても先進国の送り出し機関と開

を明らかにした実践分析が不足している。

発途上国の受け入れ先の間の植民地的な権力関係

本研究ではこうした課題意識から、海外の機関と

がサービスラーニングに影響を与えていることが

連携したサービスラーニングプログラムの実践分

指摘されている（Sharpe & Dear 2013; Crabtree 2008;

析を行い、Dostilio らの 3 つの概念（交換、影響、創出）

Tilley-Lubbs 2009; Musselwhite 2015; Erasmus 2011）。

の枠組みを参照し、プログラムにおける互恵性の構

南アフリカでサービスラーニングを研究する

築に向けた取り組みを明らかにする。そして最後に

Erasmus（2011）は、国際サービスラーニングプロ

プログラムの互恵性をさらに高めるために何が必

グラムが抱える問題点として、先進国の教育機関

要なのかを検討する。

が学生を世界中に送り、海外のコミュニティーを自
国の学生のための「教室」と捉えていること、そし
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て、参加学生の学習の成果の分析にのみ目を向けて

これまでにない新しいものを作り出すことを指し、

いることを批判し、現地の機関、現地で関わる人々

個人の変容、協働関係の変化などを含んでいる。創

との「互恵性」を強く意識した取り組みが必要であ

出の例として多様な背景を持つメンバーが地域の

ると主張する。

課題について共通の問題意識を持ち、協働関係が次

こうした点は日本におけるサービスラーニングプ

第に成熟することにより、メンバーの所属機関を超

ログラムの課題とも共通している。日本の大学を中

えた新しいイニシアティブが生まれるような状況

心とした海外体験プログラムの報告会においても、

が挙げられている。

サービスラーニングを通じた学生の学びの「質保

以上に挙げた Dostilio らの分析は、これまでの

証」
、評価に関する議論が行われているが、現地の

サービスラーニングの事例や文献に基づいており、

受け入れ側の関係者にとってのプログラムの意義、

文脈に関わらず適応できる概念とは言えないが、互

関係者間の互恵的な関係性の構築を具体的に分析し

恵性の分析をする上で参考になる。よって本研究の

た研究が不足しており、今後の課題となっている。

プログラム分析では、これらの 3 つの概念を参照し

本研究ではこうした視点から、サービスラーニ

て、交換、影響、創出の３つの観点からプログラム

ングにおける互恵性の構築が具体的なプログラム

の互恵性について分析する。以下の表が Dostilio ら

においてどのようになされたのかを明らかにする

の概念と本プログラムにおける分析項目である。

もので、互恵性の分析に当たっては、次に述べる

分析の留意点として、Dostilio らの分析と教育プ

Dostilio らの互恵性の 3 つの概念（交換、影響、創出）

ログラムの文脈の違いが挙げられる。Dostilio らの

を参照する。

分析では参加者と現地コミュニティーとの関わり

Dostilio らはサービスラーニングや関連領域の文

に焦点を当てており、送り出し教育機関と受け入

献を調査し、サービスラーニングの互恵性を①交換

れ機関の相互構築的な関係性の構築については分

（exchange）、②影響（influence）、③創出（generativity）

析の範疇に入っていない。一方で、本研究の分析

の 3 つの概念に分類して提示している。①の交換は、

では表の①に見られるように送り出し機関と受け

参加者の一方が利益、リソース、行動など他方がな

入れ機関の文脈の差異を分析に含めている。この

いものを与え合うことを指し、例として、公立学校

理由は、Musselwhite（2015）が述べるように、学

での教育が行き届かない地域と、教職課程での実習

生と受け入れ機関の関係性だけでなく、送り出し

が必要な大学機関がパートナーシップを結び、相互

機関と受け入れ機関の間の関係性、教育的な文脈

のニーズを補完するような関係を挙げている。②の

の違い、ニーズの補完性を分析することがプログ

影響は、協働のプロセスや結果が、参加者間の学び

ラムの互恵性を考える上で重要であると考えるか

によって双方向的に変化し、個人的、社会的、環境

らである。

的な文脈におけるつながりを通じた学びが起きる

もう一つの留意点として、本プログラムではサー

ことを指し、事例として多様なコミュニティー、大

ビスラーニング（現地の教育機関における日本語学

学からの参加者が健康格差調査においてお互いの

習支援のサービス活動）とともに、日本語学習者と

やり方を尊重しながら協働し、互いの配慮が全体の

の協働フィールドワークを行う点が挙げられる。こ

協働プロセス、調査結果の解釈に変化を与えること

の点は、次のプログラム概要の中で説明する。

を挙げている。③の創出は、参加者が協働を通じて
表１

Dostilio らの概念と本研究で分析するプログラムの対応

Dostilio らの概念

本研究でのプログラムで分析した項目

①交換

参加者の一方が他方がないものを与え合うこと

4.1

・2 つの教育機関のニーズの補完性

②影響

協働のプロセスや結果による変化、つながりを通じた
学び

4.2

・日本語教室における学び合い
・フィールドワークにおける学び合い

③創出

参加者が協働を通じてこれまでにない新しいものを作
り出すこと。

4.3

直接の分析項目はない。
関連項目として現在進行中の新しい関係性の構築につ
いて述べた。
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３．プログラムの概要

現地の日本語教室での学習支援活動もこうしたも

本研究で分析の対象とするプログラムは、筆者が

のの１つに位置づけられる。本プログラムにおいて

所属する日本の大学がイタリアの協定大学と連携

も、大学機関における日本語学習支援は、受け入れ

して行った国際ボランティアプログラムである。

機関のニーズに対応したサービス活動として位置

プログラムの流れは以下の通りで、4 週間のスケ

づけられ、参加する学生は海外の日本語教室での学

ジュールにおいて、①日本語教室でのボランティア

習支援、国際交流に高い関心を持ち、教室では教員

としての活動、②日本語学習者との協働フィールド

の指示のもとで会話のパートナー、漢字や作文の添

ワークの 2 つの活動が並行して行われる（平日は日

削を行なった。

本語教室でのボランティア、週末はフィールドワー
②日本語学習者との協働フィールドワーク

ク活動に分かれている）。

本プログラムでは上記のサービス活動に加えて、
二つの活動の組み合わせについて

日本語学習者との協働フィールドワークを行うこ

①日本語学習支援（サービスラーニング）

とが特色となっている。日本側の学生が日本語教室

教育機関の主催する国際サービスラーニングプロ

で学習支援活動に従事するだけでなく、現地の日本

グラムでは現地での公的機関、NGO などを通じて

語学習者と共に協働フィールドワークを行うこと

様々な現場に赴き、サービス活動を提供しており、

により、双方が互いのために貢献することができる

表２
項

プログラムの概要

目

概

要

1.

期間

2016 年 2 月 3 日～ 2 月 28 日（25 日間）

2.

参加人数

3.

募集方法

春休みの国際ボランティアプログラム（課外プログラム）として全学の学生から募集し、書類と面接で選抜。

4.

活動内容

①大学の日本語教室における日本語ボランティアとしてのサービス活動
②大学で日本語を学ぶ学生達と小グループで協働フィールドワークを行う（4 名の小グループでイタリアの社会
文化に関係するテーマを決め、フィールドワークを行う）

5.

単位

大学の全ての正規学生を対象とした春休みの国際ボランティアプログラムの 1 つ。課外活動であり、2015 年度は
単位認定していない（次年度より単位認定）

6.

評価

学部生 5 名
（イタリア側から協働フィールドワークに参加した学生 13 名）

成績評価はなし。プログラムを修了し、帰国後に成果報告会を行うことで大学からの修了証が発行される。
（イタリアの学生で協働フィールドワークに参加した学生は、日本語クラスの単位として認定される）

表３
月

火

プログラムの流れ

水
Day 1
イタリア
到着

Day 6
研究計画
発表
Day 13

Day 7

木

金

土

日

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

オリエン
テーション

Day 8

Day 9

日本語教育ボランティア
Day 14

Day 15

Day 16

Day 21

Day 22

日本語教育ボランティア
フィールドワーク成果発表の準備

Day 10

Day 11

Day 12

フィールドワーク実施
Day 17

Day 18

Day 19

フィールドワーク実施

日本語教育ボランティア
Day 20

フィールドワークの準備

Day 23

Day 24
フィールド

Day 25

Day 26
帰国

ワーク成果
発表会

ボランティア学研究

Vol.17

131

村田

晶子

互恵的な仕組みを作った。つまり、日本側の学生が

上のコメント（ブログ、SNS のコメントやディスカッ

日本語教室で学習支援（サービス活動）を提供する

ションのログ記録）、振り返り報告会での学生の発

一方で、協働フィールドワークにおいてはイタリア

話、最終報告書などである。

の日本語学習者が現地事情を知り、現地語を話す案
内人として日本側の学生の調査活動を助ける側に

4-1. 交換
Dostilio らによる互恵性の交換は、参加者の一方

回るという仕組みである。
協働フィールドワークは、コミュニティーに入っ

が他方がないものを与え合うこと、双方のニーズを

て行うサービスラーニングとは異なるもので、学

補完するような関係を指しており、ここではプログ

生達がグループでテーマを設定して主体的に活動

ラム関係者の求めるものや期待するものが補完的

する点から見れば、プロジェクト学習に近いが、

になっているかが問われている。そこでこの章では

現地の様々な場所に赴き、人々への聞き取りや観

①送り出しと受け入れ機関の教育的な文脈の違い、

察を行う機会でもあり、調査テーマに関する現地

参加者のニーズが補完的になっているのかを分析

の人々の問題意識を知る上でも参考になる活動で

する。さらに②教育機関の間の「交換」を巡る議論

ある。森定・蔡（2013）は、サービスラーニング

を通じて、互恵性のデザインがニーズの補完性だけ

の一形式として学生がコミュニティーの課題をコ

で実現されるわけではなく、プログラム担当者の互

ミュニティーメンバーと協働で調査するフィール

恵性の意識化も求められることを明らかにする。

ドワークの実践分析を行っており、フィールドワー
クはコミュニティーメンバーとの関係性を深めた
り、コミュニティーメンバーの問題意識を知る上で
役立ったと指摘している。

①参加者のニーズの補完性
まず日本側（送り出し側）では、高等教育のグロー
バル化が加速化し、政策的に大学生の長期、中期、
短期の多様な留学プログラム、体験学習プログラム

４．プログラムにおける互恵性の分析

が推進されている中で、この大学においても海外留

以 下、 関 係 者 の プ ロ グ ラ ム に お け る 互 恵 性 を

学、ボランティア、インターンシッププログラムの

Dostilio らの「交換」、「影響」、「創出」の概念に分

開発に力が入れられており、日本語ボランティアと

けて分析する。本研究で分析の対象となった主な

協働フィールドワークの受け入れ先として、治安が

データは、教員間のメールによるやり取り（ログ記

良く、しっかりした日本語プログラムを持つ機関が

録）、参加学生の聞き取り（録音とメモ）、学生の教

求められていた。

室での日本語ボランティア活動及び学生の交流場

一方、イタリア側（受け入れ側）は、日本語教育

面の観察記録（録画とメモ）、フィールドワークの

プログラムに 900 名を越える学生を抱え、大教室で

録画、写真、学生のプログラム活動中のオンライン

の日本語授業を中心に行っているために、学生達は

表４

送り出し側と受け入れ側のニーズの補完性

A）送り出し機関

B）受け入れ機関

日本の大学の教員（筆者）

イタリアの大学の教員

①

大学の背景

大学のグローバル化事業の一環として学生の留学と並 日本語科目を履修する学生が約 900 名と大規模であり、
んで国際ボランティア活動への参加を促進しており、 大教室での授業が中心となっているため、学生が日本
その一環として本プログラムを企画。
語の運用練習をする機会が少ない。

②

教員の日本語
ボランティア
に関する期待

日本語教室で日本語での学習支援（会話練習、ディス ・日本語ボランティアが教室に入ると学生が日本語で
カッションなど）を行うことで多文化理解を深め、将
話す機会が増えていいと思った
来の多文化共生を担う人材としての自己の言語を調整、 ・教室外で交流があると、日本語を学習する学生の刺
管理する力、日本語を客観的に見つめ直す力が向上す
激になると思った
ると考えた。

③

フィールド
ワークに関す
る期待

多様な背景を持つ学生同士のフィールドワークを通じ ・イタリアの学生が日本の学生とフィールドワークを
て言語や文化コミュニケーション力の向上、協働力の
一緒に行うことで、彼らの日本語力が上がると思った。
向上、社会調査スキルの向上、調査テーマに関する理 ・イタリアの学生が卒業論文などで必要な調査の仕方
解の促進につながることを期待した
を学べると思った。
・協働の社会調査を通じた市民教育にも興味があった。
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日本語を実際に使う機会があまりなく、運用練習の

意味での両者にとっての交換（exchange）
」の「本当」

機会を求めており、ボランティアの参加は現地の学

とは日本側の一方的な学習支援ではなく、双方向の

生にとっての日本語の運用練習の機会として歓迎

働きかけがあることが望ましいということを示唆し

された。以上のような理由で 2 つの教育機関のニー

ており、日本語のネイティブスピーカーだけがサー

ズは合致し、日本語プログラムの担当教員を中心に

ビスを提供するだけでは「本当の意味での両者にとっ

ボランティアプログラムが共催で企画、実施される

ての交換」関係は成立しないことを訴えている。

こととなった。両大学の教員がボランティアプログ

こうした教員間のインタラクションは、プログラ

ラムに求めるニーズは次の表に示した通りで、一方

ムの企画段階から現地での協働オリエンテーショ

が他方にないものを提供することができる文脈で

ン、そしてプログラム終了に至るまで続けられ、そ

あることが分かる。

れを通じて学生間の相互学習がどのようなもので
あるべきなのかプログラムの設計段階で話し合う

②教育機関の対話と「交換」の議論

きっかけとなり、プログラムデザインの互恵性を高

しかし、日本語ボランティアを企画した時点でプ

める上で非常に役立った。このことは参加者間の

ログラムの企画担当教員であった筆者は、互恵性の

ニーズの補完性が重要なだけではなく、プログラム

構築やニーズの交換に関する意識が低く、日本側の

関係者が意識的に互恵性の構築に取り組み、対話す

学生を日本語教室での学習支援をする「サービスの

ることもまた非常に重要であることを示している。

提供者」として主に見ており、「交換」という側面
からプログラムを構築しようとする意識に欠けて

4-2. 影響

いた。このことはイタリアの教員とプログラムの修

Dostilio らの互恵性の 2 つめの概念が「影響」で

了証について話し合った際の発言に現れている。筆

ある。影響とは協働のプロセスや結果による変化、

者はイタリアの教員に対し、日本語ボランティアの

つながりを通じた互恵的な学びを指す。ここでは学

修了証は日本人側の参加者にのみ発行し、それとは

生間の双方向的な影響と学び合い、(1) 日本語教室

別の多文化交流とフィールドワークの参加証をイ

における学び合い、(2) 協働フィールドワークにお

タリア側の参加者に発行したいとイタリア側の教

ける相互作用に分けて分析する。

員に提案した。しかし、筆者の提案に対して、イタ
リア側の教員からは、修了証は同じものを使用した
ほうがいいという返答が返ってきた。イタリア側の
教員のメールによる説明は次のとおりである。

(1) 日本語教室における相互作用
ボランティアプログラムの学生の 4 週間の活動で
は、週の 4 日は日本語ボランティアとして日本語
クラスに参加し、イタリアの学生の会話パートナー

私は修了証は同じものがいいと思います。あ

などを務める。日本側の学生の活動報告、現地での

なたのところ（日本側）の学生さんは日本語学

学生の様子、学生とのメールでのやりとり、学生の

習支援をしますが、私の学生も日本人の学生に

自主的に作成したブログなどによると、ボランティ

（イタリアのことを日本語で説明したり、現地の

アとして教室に参加した学生、日本語を学ぶ学生達

調査活動でイタリア語を日本語に通訳すること

が相互に影響を与えていることが分かる。以下、日

を通じて）日本側の学生さんの日本語支援をし

本側の学生とイタリア側の学生の日本語学習に関

ます。だからこそ本当の意味で両者にとって「交

するコメントを挙げる。

換（exchange）」だと思います。そう思いませんか。
（原文は英語

下線部は筆者が追加）

日本側の学生の日本語授業参加後のコメント
（大教室の環境で、漢字を次々と覚える彼らを

イタリア側の教員の文面は、日本語支援は日本人

見て）イタリアの大学の学生は非常に学習意欲が

の学生の役割として固定されるべきではなく、イタ

高くて、授業中に熱心にノートを取り、先生にい

リアの学生もまた日本語で日本の学生に接し、説明

ろいろな質問をしていた。隣に座っていた学生の

することで同じように貢献できるのだということを

会話パートナーとして手伝った。（中略）授業を

指摘している。イタリア側の教員の記した「本当の

受けてみて、自分の（日本での）授業を振り返っ
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てちょっと恥ずかしくなった。自分もこんなふう

じて、学生間でどのような相互作用があったのかを

に英語を学んでいたらもっと上手になったのか

A）調査のテーマの選び方、
B）グループインタビュー

な、という悔しい気持ちもあったし、これまでい

のプロセス、C）調査結果の統合に分けて検討する。

い加減に勉強していた自分にも気付いた。

プロジェクトのメンバーは日本の学生が 1 名（り

・学生はものすごいスピードで漢字の勉強をし

さ）とイタリア側の学生が 3 名（ダンテ、マリア、

ていた。見ていてつらそうだった。自分はあん

エヴァ、3 名とも日本語専攻）である（学生名は全

な風な集中的な教育は受けたことがない。あれ

て仮名）。

だけやるから上手になるのか。
A) 調査テーマの選び方
イタリア側の学生のコメント

りさは日本の大学のゼミで「文化景観」という概

私にとってこれが日本語の先生以外の日本人

念を学び、この概念を用いてヴェネツィアの中心を

と話す最初の本当の経験だったが、楽しくあると

流れる運河と人々との関わりについて調べたいと

同時に怖くもあった。口頭試験で単位を落とさな

プログラム開始前から考えていた。文化景観とは、

いように注意深く言葉を選んでいる時とは違っ

自然に人の手が加わり、人々の生活と密接に関連し

て、何か変なことを言っても大丈夫だと気付くま

ながら、共同作品として完成する自然景観を指し、

でしばらくかかった。日本の学生達に慣れてくる

現地で人々の運河に対する印象や想いを探ること

と、一緒にいることが楽になり、恐れていた気持

で、運河と人々の関係性を調べるという調査計画を

ちがなくなってお互いに分かり合うことが大切

立てた。

になっていった。文法や語彙じゃなくて、お互

これに対してイタリア側の学生は「文化景観」と

いに理解できる会話をすることが大切になって

いう枠組みを聞いたことがなく、りさが自分達の知

いった。（学生の最終報告書から

らない新しい枠組みを用いて、ヴェネツィアの運河

原文英語）

という自分達が親しんできた風景を分析すること
上記のコメントからは、日本語教室でのイタリア

を新鮮に感じたと述べている（3 名のイタリア側の

の学生の学習態度に影響を受け、それが自身の外国

学生のインタビュー結果から）。イタリアの学生の

語学習の振り返りにつながっていることが分かる。

中でもヴェネツィア近郊で生まれ育った学生もい

一方、イタリア側の学生の記述を見ると、教室内外

れば、大学に来てヴェネツィアの街や運河と共に暮

で日本から来た学生と日本語でコミュニケーショ

らすようになった学生もおり、それぞれに運河への

ンを取ったことが自信につながったことがうかが

想いも異なる。一人の学生は運河の問題点にも興味

える。こうしたコメントはこの学生に限らず、多く

を持っており、調査では運河と人々の関わりを表面

の学生の振り返りに共通しており、教室内外での会

的に調べるのではなく運河の暗い側面、「はがきや

話練習と交流を通じた相互作用と気付きが観察さ

新聞の誇大広告では上手に隠された側面」を見るこ

れた。

とにも興味があったと述べており、協働調査のメン
バーが様々な視点を持って調査に臨んだことが分

(2) フィールドワークにおける相互の影響

かる。

フィールドワークのテーマは日本側の学生が渡
航前に選び、プログラムの開始前に双方の大学の学

B) グループインタビューのプロセス

生が 3, 4 人のグループで調査計画を検討した。イタ

りさはイタリア側のメンバーからインタビュー

リア側の学生は日本側の学生が選んだ調査テーマ

の際に「多様な観点から質問を用意すべき」という

や調査方法にコメントを送り、テーマに関する情報

アドバイスを受け、最終的にメンバーの意見を合わ

を収集して提供した。そして最終的な調査計画やイ

せて「経済的／環境的側面からの質問」、そして「精

ンタビューの質問はメンバーが相談しながら協働

神的／文化的側面からの質問」の二種類の質問を用

で決定し、フィールドワークを行った。

意し、フィールドでのインタビューを行った。

以下、4 名の学生が行った「ヴェネツィアの運河

インタビュー活動において、りさがイタリア語が

と人々の関係」の協働フィールドワークの分析を通

ほとんど分からなかったため、イタリア側の学生の
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支援が非常に重要であった。グループは、観光客、

し、グループとしての分析結果を確認する作業を綿

ヴェネツィアのゴンドラの漕ぎ手、店の人々、学生

密に行った。以下、協働の様子が述べられている学

など 32 人にインタビューをイタリア語、あるいは

生のコメントを挙げる。

英語で行った。りさはインタビューの協働作業を振
り返り、大学の外で現地の人々、そして観光に来た

りさのコメント

人々とコミュニケーションが取れたことに達成感

（調査結果のまとめ段階で）案を出し合いなが

を感じると同時に、そうしたインタラクションの達

ら「まずは一人一人の回答を清書しながらキー

成感は「イタリア人パートナーがイタリア語で助け

ワードを箇条書きしていこう」、「最終的にこう

てくれたという、協働への喜びでもありました」と

いう表を作るために、こういう情報 ( 出身・ネガ

述べている。

ティブな意見かポジティブな意見か等 ) が必要だ

こうしたイタリアの学生による地域の人々との

から、そこにラインマーカーを引こう」、
「一人が

間を取り持つ橋渡し（ブリッジング）は、イタリア

ここを手書きでまとめて、二人がここを PC に打

側の学生の最終報告書でも分析されており、メン

ち込もう」などと一つ一つの作業を確認しながら

バー達はインタビューにおいてりさが取り残され

行うことで、何とか終わらせることが出来た。協

ないように配慮し、通訳をしようとしたがそれは難

働とは、自分の感覚に頼れず、一つ一つを言語化

しい時もあり苦労したと述べている。また、インタ

しなければならない、大変な面もあることを学ん

ビューの質問がヴェネツィアに住んでいる人々に

だ。（最終報告書の記述から）

とっては当たり前のことで自明視されているもの
もあったため、なぜそんな質問を聞かれるのか調査

イタリア側の学生マリア、エヴァのコメント

の意図が理解できないこともあったとも述べてい

・グループで協働することを初めて学んだ。他の

る。このため、メンバーが分かりやすいように相手

人の意見を聞き、みんなの考えを組み合わせる

に実例を挙げて説明するなど、調査がスムーズに行

こと。みんなが異なる意見や異なる仕事の仕方

えるように様々な配慮をしていたことが記述され

があるので、違いを知るのがおもしろく、同

ている。イタリア側の学生にとってこうした協働調

時にそれらを一つにするのがおもしろかった。

査経験は大変であっただけでなく、日本語で相手に

このスキルは仕事の世界でも重要なスキルだと

自分の考えをしっかりと説明し、論理的に伝えるた

思う .（マリア）
（原文英語）

めのいい経験になったこと、そして社会調査のスキ

・タスクを分けるのはみんな上手だったが、重要

ルを学ぶためにも役立ったことも述べられている

な部分は一緒にやることができた。だから自分

（インタビューの技法として、知らない相手へのイ

の考えとは異なる解釈でも全体としてそのほう

ンタビューの始め方、自分達の紹介、調査の目的の

がよければ心配しなくてもよかった。自分の考

説明、ラポールの築き方、話の注意深い聞き方、結

えを明確に伝えたり、分かりやすい形で伝える

果からの概念の分析など）。

こと、分かってもらえないときにあきらめない

また、イタリアの 3 名の学生はヴェネツィア近郊

ことを学んだ（エヴァ）
（原文英語）

出身の学生だけでなく、他の地域出身者もおり、ヴェ
ネツィアの住民や観光客へのインタビューを行うこ

こうしたコメントからはチームでの協働作業の

とが、自分では気づかなかったヴェネツィアという

経験を通じて学生達が多様な他者とのコミュニ

街の再発見にもつながり、ヴェネツィアのユニーク

ケーション、意見の調整、データの解釈の統合につ

さを改めて意識するようになったとも述べていた。

いて学んでいることが分かる。

C) 調査結果の統合

4-3. 創出

参加者達にとって、調査の中で難しかったこと

Dostilio ら (2012) は互恵性が成熟する過程におい

の１つは調査の結果をグループでまとめる作業で

て、メンバーの所属機関を超えた新しいイニシア

あった。りさのグループはイタリア語、英語、日本

ティブが生まれるような状況を「創出」として挙げ

語を使って調査結果をまとめ、お互いの解釈を調整

ている。しかし、本プログラムは 2016 年より始まっ
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たものであるため、参加者間の互恵性が成熟する過

が体験を振り返るだけでなくそれを他者と共有す

程には至っておらず、この項目の分析はできない。

る「外向きのベクトル」にしていく必要があると述

そこで、ここでは成熟した互恵的関係を構築するた

べており、学生が参加コミュニティーの人々との相

めにはどのような教育的な仕組みが必要なのかを

互承認をすること（お互いに認め合い、感謝しあう

検討する。

こと）、そして体験したことを対外的に発信するこ

前章の分析において、学生間の相互作用とつなが

とが重要であると述べている。

り、関係性の変化は様々な形で見られたが、こうし

日本側の学生がプログラムの振り返り報告会や

た変化をダンテは最終報告書において以下のよう

最終レポートの提出だけでなく、次年度のプログラ

に記している。

ム参加希望者に対して自分のプログラム体験を通
じた学びや発見を伝える役割を担うような仕組み

私達は自分達の言語、文化、ライフスタイルに

を作ることは 1 つの可能性であるが、学内のコミュ

ついてお互いに教え合った。それは平等な情報と

ニティーでのみ共有されるのではなく、送り出し機

知識の交換だった。それによって関係性を築け

関、受け入れ機関の所属を超えた継続的なつながり

た。（中略）心の中で、世界とつながること、交

と人の循環をデザインするような取り組みも必要

流すること、関わること、理解し、されること、

なのではないかと考える。

そしてそれによって自分が成長し、充足感を感じ

現在、本プログラムでは以下の図のような短期

ることが大切だと感じた。このような経験をする

のボランティアのトランスナショナルな循環と経験

ことはたくさんの新しい学び方や働き方の可能

の共有を模索している。この図は短期ボランティア

性に心を開くことを意味している。（ダンテ）
（原

のトランスナショナルな移動を示しており、まず、

文英語）

イタリアにおける協働フィールドワーク（図の A）
に参加した現地の学生が、日本に短期留学、あるい

ダンテは学生間の協働が平等な「交換（exchange）」

は短期のボランティアとして来日した際に、日本側

であったと述べているが、ここでの交換とは等価の

の学生の協力を得てフィールドワークを行う（図の

サービスの交換（例えば日本人学生の言語支援とイ

B）
。さらに B) を経験した日本側の学生が今度はイ

タリアの学生のインタビューにおける通訳）だけ

タリアで日本語ボランティアと協働フィールドワー

を指している訳ではなく、人と人が「関わること」、

ク（図の A）を行い、今度は現地の学生に経験を伝

「理解し、されること」を通じてお互いが結びつき、

えていくという循環である。このような仕組みを作

学びあうことを指している。

ることができれば、学生は「送り出し」
、
「受け入れ」

こうした学生間のつながりや相互作用を通じた

の両面からフィールドワークの経験を積むことがで

変容はプログラムの互恵的な成果として非常に重

きると同時に、移動先で新しい学生に自分が学んだ

要であると考える。しかし同時にプログラムの参加

相互支援の経験を伝え、共有することが出来る。

者間のこのような学びをお互いの間だけの閉じた

こうした短期のボランティアの移動と経験の循

協働として終わらせてしまうのでなく、プログラム

環は、送り出し、受け入れという固定された立場を

外に広がりを持つ学びへとつなげていくことが望

超えた新しい形の協働関係を作ることになるので

ましい。そのためにはどのような取り組みが必要な

はないかと考える。

のかここで可能性を検討したい。

こうした学生間の移動と協働を通じた学びをデ

長沼（2015）はサービスラーニングにおいて学生

(A)イタリアでの
短期の日本語ボランティアと
協働フィールドワーク
図１
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ザインし、プログラムの実践を分析していくこと

(B)日本での
短期の言語ボランティアと
協働フィールドワーク
フィールドワーク活動の循環
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で、国際サービスラーニングにおける互恵性のダイ

Learning の意義とこれからの展望－既存のボラン

ナミクスについて今後も新たな知見を提供したい

ティア学習との関連から．ボランティア学研究 15:

と考える。

5-15．
森定玲子・蔡春花．2013．コミュニティー・サービスラー

５．おわりに
サービスラーニングにおける「互恵性」は、プロ
グラムの基盤となる理念として語られることが多

ニング型社会調査の可能性について ― プール学院
大学の実践を事例として．ボランティア学研究 13:
41-52．

い一方で、具体的なプログラムにおける互恵性の構

Bringle, R. G. & Hatcher, J. A. 2011. International Service

築に向けた取り組みは十分に分析されてこなかっ

Learning. R. G. Bringle, J. A. Hatcher & S. G. Jones (eds.).

た。本研究ではサービスラーニングの前提となって

International Service Learning, Conceptual Frameworks

いる「互恵性」の概念に着目し、Dostilio らの互恵

and Research. Sterling. Virginia: Stylus Publishing. 21-48.

性の 3 つの概念（交換、影響、創出）を用いて、国

Crabtree ，R. D. 2008. Theoretical Foundations for

際ボランティアプログラムにおいて送り出し機関

International Service Learning. Michigan Journal of

と受け入れ機関の教員、学生がどのように互恵性を

Community Service Learning 14(3): 18-36.

構築したのか、そして今後どのような新しい互恵的

Dostilio, D., Brackmann, M., Edwards, E. et al. 2012.

な関係性を構築する可能性があるのかを分析した。

Reciprocity: Saying What We Mean and Meaning

先行研究分析の中で国際サービスラーニングプ

What We Say. Michigan Journal of Community Service

ログラムが抱える問題点として、先進国の教育機関

Learning 19:17-32.

が学生を世界中に送り、海外のコミュニティーを自

Erasmus, E. 2011. A South African Perspective on North

国の学生のための「教室」と捉えていること、そし

American International Service Learning. R. G. Bringle,

て、参加学生の学習の成果の分析にのみ目を向け

J. A. Hatcher, & S. G. Jones (eds.). International Service

ているという指摘がなされており（Erasmus 2011）、

Learning, Conceptual Frameworks and Research. Sterling,

サービスラーニングに関わる研究者、教育者がより

Virginia: Stylus Publishing. 370-395.

現地の機関、現地で関わる人々との「互恵性」を強

Jacoby, B. 1996. Service-learning in Today’s Higher Education.

く意識した取り組みとその実践分析を行っていく

B. Jacoby (ed.). Service-Learning in Higher Education.

ことが求められている。

San Francisco, CA: Jossey-Bass. 3-25.

本研究で分析した日本語学習支援（サービスラー

Jacoby, B. & Associates. 2003. Building Partnerships for

ニング）と協働フィールドワーク（学生間のプロ

Service-Learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

ジェクト学習に近い活動）を組み合わせたプログラ

Musselwhite, D. 2015. International Service Learning: Rhetoric

ムのデザインは、参加者間の互恵的なサービスの提

and Reality as Seen from the Field. Journal of Volunteer

供、そして学び合いのための仕組みとして活用でき

Studies 15: 27-35.

るものであることを、互恵性の分析を通じて明らか
にした。
今後に向けた展望としては、プログラムにおける

Sharpe, E. K. & Dear, S. 2013. Points of Discomfort:
Reflections on Power and Partnerships. International
Service-Learning 19 (2): 49-57.

互恵的な学びが長期的に何を生み出すのか創出の

Stewart, T. & Webster, N. (eds.). 2011. Exploring Cultural

視点からさらに調査し、その可能性を発信していき

Dynamics and Tensions within Service-learning.

たい。
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An Analysis of Reciprocity and Interaction in International Volunteer Programs
Akiko Murata
(Hosei University)
The philosophical foundation of service learning is based on a concept of reciprocity such that student participants
provide service to communities based on their needs, and in exchange, they gain learning experiences from the
community. However, the concept of reciprocity is often used by researchers and practitioners as a program ideal or
as rhetoric without clearly defining its meaning, and there is very little research conducted on how such reciprocity is
designed and constructed in actual programs. This paper thus examines the concept of reciprocity in service learning
based on an analytical framework proposed by Dostilio, Brackmann, Edwards et al. (2012), and analyzes how reciprocity
is constructed in an actual program by focusing on an international service learning program that consists of Japaneselanguage volunteers and multicultural fieldwork.
Keywords : international service learning, Japanese-language volunteers, fieldwork, collaboration
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【書評】
世界思想社（2016 年）

新版 国際協力論を学ぶ人のために
内海成治編 世界思想社（2016 年）
川

口

純（筑波大学）

本書は、国際協力論をこれから学ぼうとする初学

国際協力研究・実践について考察している。その中

者を主な対象に編まれた書籍である。全般に渡り、

で筆者は「国際協力とはこのようなモノだ」という

国際協力に関する専門用語の説明や複雑な事象の

明確な答えを示すのではなく、国際協力に携わる中

解説が丁寧になされており、大学の学部生でも読み

での自身の悩みやもどかしさも述べている。編者の

こなせるように工夫されている。最新の国際協力の

ような国際協力のベテランでも、このように葛藤し

動向や課題について、具体的な国の事例を挙げなが

たり、考えたりしているのか、と読者を安心させる。

ら記述されており、評者のような “ 国際協力を学ん

これから国際協力を学ぼうとする人にとっても、既

だつもり ” の読者にとっても、勉強になる箇所が多

に“学んだ”人にとっても、第 1 章を初め、本書を

い。初学者向けということもあり、基本的な国際協

読むことにより、国際協力の本来の目的を再考する

力の動向や最新課題が各章の中心になっているが、

機会を得ることが出来るだろう。自省を込めて言

筆者の個人的な国際協力の体験や想いが書かれて

えば、国際協力に「仕事」として携わり始めると、

いる章もあり、読者の関心を惹き付ける。

本来の目的や初心を忘れてしまうこともあり得る。

本書は全体で 17 の章から構成されており、3 部

評者のような “ 国際協力を学んだつもり ” の読者も、

に分けられている。第 1 部では、「国際協力の基本

折に触れて本書を読みながら自分自身と対話をす

的な仕組みと動向」について纏められている。第

ることは有益であろう。

2 部では、保健、教育、環境などの国際協力の具体

なお、本書は 2005 年に刊行された「国際協力を

的な事象について、各分野の専門家が現状と課題を

学ぶ人のために」の改訂版である。評者は協力隊か

中心に執筆している。第 3 部は近年、発生した「新

ら帰国し、大学院入学直前の 2007 年に本書を読ん

たな国際協力の課題とその対応策」について述べら

だことを記憶している。入試本番でも、本書と専門

れており、主に「国際人道支援の展開」や「国際協

分野の基本書である「国際教育開発論」の 2 冊を鞄

力と市民」に関する章が編まれている。読者が興味、

に忍ばせていた。当時、旧版の教育開発に関する章

関心を有する章から読み始めても良いだろうが、ま

（1 章、5 章、11 章）は、試験で問われる事を想定

ずは第 1 章の「国際協力とは何か」という章を読ま

して「暗記するぐらい読み込んで臨もう」と意気込

れることを勧めたい。国際協力論と一言で言って

んでいた。あれから 10 年が経ち、当時の初心を忘れ、

も、対象とする範囲は広く、活動内容も多岐に渡る。

面前の仕事に忙殺される毎日である。この書籍を読

特に、近年、国際協力に携わるアクターや事象が多

み込んだぐらい、その後の 10 年間で出会った書籍

様化、複雑化しており、その全体像を捉えることは

を丁寧に読み込んでいれば・・という後悔はさてお

難しい。さらに、国際協力の概念自体が固定化さ

き、現在、大学で実施している国際協力論の授業で

れたものでなく、時代とともに変化するものだろ

も本書で学んだ事を大いに活用している。

う。そのような明確な規定が無い国際協力の世界に

さて、話が少し脱線したが、前回の旧版と今回の

入っていくと、自分がしていることが本当に国際協

新版を読み比べる事で、国際協力の最近 10 年間の

力になっているのか、もしくはこの活動が途上国

「変化」が分かる点も面白い。2015 年に採択された

の役に立っているのか、不安になることもある（全

SDGs（Sustainable Development Goals : 持続可能な開

く不安にならず、自信を持ち過ぎている国際協力の

発目標）に向けた各分野の取り組みなどについて

関係者程、迷惑な人たちもいないだろう）。

の論考は、旧版を読んだ人にとっても、参考にな

第 1 章では、筆者がケニアのマサイ族が住む村で

る箇所が多いだろう。さらに、この 10 年間で、テ

実施した現地調査を通じて得た考えを導入として、

ロとの戦いは激化し、難民問題が深刻化するなど、
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国際情勢は大きく変化した。そのような変化の中

れない。執筆者との面識もなく、文章の状況背景も

で、国際協力の役割は重要性を増しつつも対象課

よく分からないだろう。そのような状況で読んだ内

題は複雑化、深化している。そのような課題に対

容と何年か後に再読した感想は全く違ったものに

しても、本書は示唆を与えるものとなっている（欲

なる。学会やセミナー等で、本書の執筆者と直接会

を言えば、国際機関の役割について金融機関だけで

う機会があり、国際協力の実践に関わる機会も増

なく、その他の多くの国際機関の役割にも触れて

えるだろう。そのような出会いや経験を経た後で、

頂きたかった）。また、国内においても、新生 JICA

再び本書を手に取る事をお勧めしたい。読者自身

の誕生や 2015 年に見直された ODA 大綱の改定な

が「変化」しているため、また違った「国際協力論」

ど、国際協力を取り巻く環境は大きく変化してい

をそこに発見できるだろう。筆者の事がよく分かっ

る。新版はこのような変化を踏まえて改訂されてい

た上で読むと、論考の背景がより一層、理解できる

るので、全ての読者にとって価値のある内容となっ

ようになる。評者自身、10 年前に読んだ時と今回

ている。

読んだ時では異なる書籍に思える程、違った所感を

具体的な改訂内容は多岐に渡るが、第 3 章の「青

抱いたものである。

年海外協力隊」の章では、東日本大震災での緊急支

これまで述べてきたように、本書はこれから「国

援活動や復興活動に参加した帰国隊員の話が加筆

際協力論を学ぼうとする」諸氏には、出来るだけ早

されている。途上国での活動経験が日本社会でも役

く手に取って頂きたい文献である。そして、興味、

立つことが証明された興味深い話題が論じられて

関心を持ったイッシューについて、さらに深く追求

いる。また、第 7 章の「保健医療」では、先進国と

していくのが良いだろう。その点では、各章末に基

途上国の疾病内容の違いについての言及があるが、

本的な参考文献が列記されているため、学習の流れ

旧版では途上国においては、乳幼児の死亡率が高

としては最適であろう。この書籍を読んだ後は、国

いことと感染症が主な死亡原因であることを述べ

際教育論が分かったつもりになり、是非、意気揚々

ている。一方、新版では、感染症が主要な死亡原因

と途上国の現場や国際協力の会議などに出かけて

であるだけでなく、先進国でも見られるような「が

頂きたい。途上国の現場で、つらい経験をし、打ち

ん」、「糖尿病」などの非感染性疾患が頻繁に確認

のめされ、思い悩むこともあるだろう。その際は再

されるようになったとの情報があり、途上国の疾

び、本書を手に取って頂きたい。

病構造の大きな変化を指摘している。第 8 章の「教
育開発」では、新たに独立した南スーダンにおいて、
教授言語の変更による教育の質の低下という貴重
な現地調査の結果が示されている。第 10 章の「環
境問題」については、「地球公共財」をキーワード
にしながら、環境 ODA、企業の CSR、国際 NGO、
地方公共団体など、多様なステークホルダーを巻き
込んだ最近の国際環境協力について分かりやすく
解説してある。近年の新たな動向として、新興国に
も環境改善活動が求められ、現在の途上国の新たな
ロールモデルとなることが期待されているという
指摘は興味深い。このように、旧版を既に読んだ評
者のような者にとっても、このような「変化」を確
認出来る点が本書の面白い活用方法であろう。
「変化」という事で言えば、読者自身の「変化」
についても触れておきたい。本書の読者の多くは、
これから「国際協力を学ぼう」と意気込んでいる
方々であろう。評者がそうであったように、本書を
読んでみると何もかも知らないことばかりかもし
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共生学が創る世界
河森正人・栗本英世・志水宏吉編

河森正人・栗本英世・志水宏吉編

【書評】
大阪大学出版会（2016 年）

大阪大学出版会（2016 年）
日下部

尚

徳（東京外国語大学）

本書は、「共生学」という分野を世に問うた、初

本発の「共生学」を世界に向けて発信するための第

めての書籍であるという。確かに、共生をテーマと

一歩が本書であると序章で力強く述べられている。

しうる学術分野は少なからず存在するものの、では

そして、本書で論じられる多種多様な共生概念の

共生とはいったい何なのか、既存のディシプリン間

通底を流れる共通認識として、共生を「民族、言語、

でどのような差異があるのか、そもそも共生とは可

宗教、国籍、地域、ジェンダー、セクシュアリティ、

能なのか等、この言葉にまつわる総論的議論やそれ

世代、病気・障害等をふくむ、さまざまな違いを有

に基づいた各論的実証研究が十分になされてきた

する人々が、それぞれの文化やアイデンティティの

とは言いがたい。

多元性を互いに認め合い、対等な関係を築きなが

時に、当然目指すべきものとしてユートピア的な
帰結に使用されることもあるこの言葉は、目指さな

ら、ともに生きること」と定義づけた上で各論を展
開している。

いという選択肢を選ぶことが倫理に反するような

各論は「共生のフィロソフィー」「共生のサイエ

強制力をも感じさせるものである。しかし、本当に

ンス」「共生のアート」という 3 部構成となってお

共生が人類の進むべき方向性を示すものであるな

り、計 21 本の論文が収録されている。「共生のフィ

らば、共生がなぜ必要になるのかを議論し、共生へ

ロソフィー」は、そもそも共生とは何か、何を目指

と帰結することを是とする理論的裏付けが必要と

すべきかを考える「哲学」に相当する部分で、共生

なろう。

社会を現実のものとするために重要となる理念や

では、そもそも共生とは何なのか。本書によると

価値観を哲学・倫理学や歴史学・文学といった人文

「共生」という言葉は、
「ともいき」という読みをも

科学の知を動員して、探求するものである。当然そ

つ仏教用語として以前から存在していたとされる。

こには、自然科学や社会科学の動向も注視する姿勢

それが「きょうせい」という読みとともに広く使用

が求められる。このような知の結晶のような取り組

されるようになったのは、1980 年代以降のことで、

みとして、以下のようなテーマが論じられている。

グローパル化の進展に伴い、多くの外国人が日本に
在住するようになってきたことがその背景にある。
また、「共生＝きょうせい」の概念は、生物学の

1．共生の人間学〈矛盾〉を生きること
2．共生のドラマトゥルギー

世界から取り入れられたと説明される。2 種類の生

3．格差社会と教育における公正

物が、一方あるいは双方が利益を受けつつ、密接な

4．共生社会におけるジェンダー公正

関係を持って生活することが「共生（あるいは共

5．フェミニズムとマルチカルチュラリズム

棲）」
（symbiosis）であり、わかりやすい事例として、

6．国際協力とグローバル共生

クマノミという魚とイソギンチャクとの共生事例

7．異文化接触と共生

を挙げている。生物界におけるこのような共生事例

8．「敵」との共存 ― 人類学的考察

から「人と人との共生」というアイディアが生まれ
たというのが本書の指摘である。

2 つ目の「共生のサイエンス」は、既存の学問領

訳語には他に coexistence や living together、conviviality

域において、サーベイやフィールドワーク、実験や

などの表現があるが、日本語の共生という用語は多

統計的手法などを用いて、「現状」を分析すること

義的かつ多様なルーツをもつことから、単一の英語

を目的としている。問題の状況を俯瞰的かつ体系的

には置き換えられないと結論づけている。その上

に把握し、諸要因の関連性や固有の課題を論理的に

で、「共生学」をあえて Kyosei studies と英訳し、日

記述・説明することを通じて、問題の根本に切り込
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日下部

尚徳

む必要性を提起している。以下のようなテーマ設定

断絶される前の社会、もしくは断然から回復した社

からも、共生に紐付けされる多様な社会的課題が

会はどのような社会なのかを分析する理論的枠組

我々の眼下に広がっていることがわかる。

みとしても、共生学が果たす役割は大きいと考えら
れる。

9．多文化社会の心理学

既存の学問分野が各々専門性を深める一方で、貧

10．高齢者における共生の重要性

困、環境問題、紛争、ジェンダー、格差などの現実

11．国際協力と人類学

の社会問題の現場に対してどれだけ有効な示唆を

12．肝臓ドナーは何を語るのか

与えることができたのか、教育を通じてどれだけの

13．中国・中央アジアの健康格差と共生

人材育成に資することができたのか。多分に政治的

14．現在の日本と世界における地域創生について

であることが予想される「現場」に踏み込むことを、

15．霊長類のコンフリクトと共生

客観性が求められる研究者が躊躇することは想像に
難くない。しかし、科学的かつ中立であるべき研究

3 つ目は「共生のアート」と名づけられた領域で

領域での作法に過度に重きを置くあまり、現実社会

ある。アートと聞くと、芸術・文化の領域をイメー

への関わりを必要以上に避けてきたのではないか。

ジしがちだが、ここでは、問題を説明・解釈する「サ

共生学は、「現場との往還」と「常識を越えた自

イエンス」に対して、それを解決に導く具体的な手

由な発想」にその持ち味があるという。フィールド

法や技として「アート」を説明している。合理的・

からみえてくる多様な現場の複雑な現実に対して、

分析的なサイエンスに対して、アートは、情緒的・

常識にとらわれることなく、よりよい社会は何なの

属人的であることが多く、既存の学問分野において

かを探求し、現状を分析し、課題解決を模索する、

は十分に扱われてこなかった領域である。体系化す

という一連のプロセスは、いわゆる文系学問に新し

ること自体が実験的な取り組みでもあるこのセク

い命を吹き込み、社会に対して前向きに関わること

ションにおいては、以下のようなテーマ設定がなさ

を推奨するものでもある。各分野の総合知を共生

れている。

学に結集することにより、そこから得た知見を個々
のディシプリンに還元することも可能となろう。

16．利他主義と宗教のアクションリサーチ
17．被災地における共生のグループ・ダイナミッ
クス

その意味でいえば、すべての章で執筆者のディシ
プリンにおける共生学の位置付けおよび、共生学に
おける個々の研究の位置づけを論じてほしかった。

18．多文化・異文化との共生

正面から論じている章もあれば、暗に語るスタイル

19．共生のためのコミュニケーション・ツールと

をとっている章もあり、それが個々のオリジナリ

しての音楽

ティの高さを反映するあまり、不統一感を感じさせ

20．発展途上国の教育開発、国際協力、住民自立
21．ケアのコミュニティをつくる

る側面もある。
とはいえ、共生学を Kyosei studies として創造し
ようとする各分野の重鎮たる執筆陣の挑戦的な取

上記のことからもわかるように、本書の特徴は、

り組みである本書は、今後よりよい「共生」の世界

哲学や科学だけでなく、そこから導き出される課題

を志す、研究者・実務家の指標となるべき未来志向

を解決するための手法にも重きを置いている点に

の書であることは間違いない。私自身も今日から

ある。本書は、共生学を通じて、研究者と実務者の

Kyosei studies を実践・研究していきたいと思う。

垣根を超えて、現実社会にアプローチすることを
想定しており、学生、研究者、NGO・NPO 関係者、
援助関係者、政策立案者など幅広い読者に示唆を与
える内容となっている。
より大局的にみれば、民族、宗教、性別、世代、
所得などさまざまな側面で社会の断絶が叫ばれる
今日、断たれた社会を縫い合わす概念として、また
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市民性形成とことばの教育―母語・第二言語・外国語を超えて 細川英雄 尾辻恵美 マルチェッラ・マリオッティ編 くろしお出版（2016 年）

市民性形成とことばの教育―母語・第二言語・外国語を超えて
細川英雄 尾辻恵美 マルチェッラ・マリオッティ編 くろしお出版（2016 年）
森

本書の章立ては以下の通りである。

定

玲

子（プール学院大学）

本書は、タイトルが示す通り、市民性形成をめざ
す「ことばの教育」について理論的枠組みと具体的

はじめに

今なぜことばの教育は市民性形成を

な実践例を提示している。「市民性」という教育概

めざすのか（細川英雄）

念は、欧米でのシティズンシップ教育に関する議論

第 1 部

ことばの市民性とは

を受けて、2000 年以降日本でも活発に議論される

第 1 章

市民性形成をめざす言語教育とは何

ようになった。しかし、「市民性形成」のための実

か（細川英雄）

践的取組みが試みられてきたのは主に社会科学の

レパートリー、ことばの教育と市民性

分野においてであって、言語教育の分野ではほとん

形成－ことばの共生をめざす市民性

ど議論されてこなかった。本書は、言語教育の分野

形成教育とは（尾辻恵美）

において、市民性形成について真正面から取り上げ

第 2 部

ことばの市民性形成の実践を振り返る

ている数少ない書籍の一つである。しかも、執筆者

第 3 章

日本語教師は市民となりうるか－「日

の多くが「日本語教育」の場を主題としているため、

本語教師性」をめぐって（牛窪隆太）

市民性形成をめざす「ことばの教育」は、「日本語

市民として教師として－日本語教師と

教育」の場を軸に論じられている。

第 2 章

第 4 章

しての自己言及的な視点から
（佐藤正則）
第 5 章

第 6 章

第 7 章

第 3 部
第 8 章
第 9 章
終

章

「母語・第二言語・外国語を超えて」という副題には、

社会的責任と市民性－外国語学習を

言語教育のパラダイム転換を牽引していこうという

通した自己認識によって「自由」にな

執筆者達の熱い思いが込められている。細川が指摘

ること（マルチェッラ・マリオッティ）

しているように、言語教育は近代の植民地主義と強

地域社会はどのように「共生」を支え

く結びついて生まれ、異なる言語の習得を第一義的

るのか－「市民」としての意識化を目

な目的に掲げ、効果と効率をめざす技術至上主義に

指す活動へ（福村真紀子）

長く支配されてきた。そのことは日本語教育におい

平和構築への市民性形成－シリアの

ても強く刻印づけられている。
「戦後の日本語教育は、

日本語教師、日本語学習者の語りをて

国際化の名の下に外国人に日本語を教えるというこ

がかりに（市嶋典子）

とを至上目的として、その教授技術の発展に寄与し

ことばの市民性形成をめざす新しい

てきた」
（p.17）
。そこには、
「日本人」対「外国人」
「
、日

教育観

本語母語話者（＝教える者）
」対「非母語話者（＝教

循環する個人と社会－市民性形成を

えられる者）
」という固定化され非対等な関係性が透

めざすことばの教育へ（細川英雄）

けて見え、
「日本語」を「道具」視する言語観が潜ん

生態的なことばの市民性形成とス

でいる。執筆者達はそのような既存の日本語教育に

ペーシャル・レパートリー（尾辻恵美）

違和感を覚え、幾多の葛藤と試行錯誤の中から、新

ことばの市民性形成の将来的展望－

しい言語教育を構築しようとしている。

社会観、言語イデオロギー、言語教育イ

本書は、理論的枠組みを示す第 1 部、実践的な具

デオロギーの転換に向けて（尾辻恵美）

体例を挙げる第 2 部、社会の中での意義を明らかに

あとがき 「母語・第二言語・外国語」という境

し、将来的展望を考察する第 3 部という 3 部構成に

界線を崩す過程（マルチェッラ・マリ
オッティ）

なっている。
細川は、シティズンシップ教育での議論を受け
て、市民性形成と言語教育が本来密接に関わり合う
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ものであることを明らかにする。「市民社会におい

使する主体として協働的に「ことば」の活動をして

て重要なことは、暴力ではなく、ことばの対話的活

いるのである。

動によって、さまざまな対立・抗争を乗り越えてい

となると、言語教育で必要なのは「言語」習得で

くことである」（p.3）。そうであるから、「人が市民

はない。レパートリーを豊富にすることであり、レ

性を持つ」ということは、「ことばによって市民と

パートリーを交渉のストラテジーとして戦略的に使

なる」ということ、「ことばの市民」になることで

うことができる主体性の構築である。社会は新しい

あり、市民性形成は言語教育と大きく関わりを持

言語教育を必要としている。市民性形成をめざす
「こ

つのである。そして、
「市民性形成」という概念は、

とばの教育」こそ、今日の社会の要請にかなった新

今まで「何のためにことばを学ぶのか」という問い

しい言語教育であると、執筆者達は確信している。

を回避してきた言語教育に、中核的な目的を与え、

第 2 部に登場する日本語教師達は、時に所属組織

さらに、無自覚に前提としてきた「教育」観・
「評価」

とぶつかり、同僚教師との軋轢に苦悩しつつも、日

観・社会観を今一度見直すことを迫るのである。

本語教育と市民性形成を結びつけるために、自らの

執筆者達が提唱する、市民性形成をめざす「こ

教育実践を振り返り、改善に努めている。日本語教

とばの教育」は、個別の能力をトレーニングによっ

育の現場では、教科書の文型や語彙を、教室の学生

て育成する「能力育成」という考え方ではなく、具

たちに効率的に教える授業が「良い授業」であると

体的な経験によってより包括的な、生きるための

する考え方が、日本国内外を問わず、根強く共有さ

「考える」個人を形成しようという「人間形成」と

れている。その中で、市民性形成をめざすがゆえに、

いう考え方に基づいている。それゆえ、「ことばの

標準的な授業モデルからはみ出していく教師の孤独

教育」とは、
「ことばを教える」ことではなく、
「こ

感は、想像に難くない。他方で、
「市民性」という

とばによって活動する」場をつくることになる。そ

概念に照らして自らの教育実践を振り返るがゆえ

こでは、「日本人」対「外国人」、「日本語母語話者

に、自分の中にある「構え」や日本語教育がはらむ

（＝教える者）」対「非母語話者（＝教えられる者）」

抑圧性を自覚せざるを得ない苦しみがある。

という区分はなく、個人一人一人がことばによる

だが、学習者との対話を重ねることで、学習者

活動を軸に他者を受け止め、この社会で生きる「こ

自身も、教師自身もゆっくりと変化していく。両者

とばの市民」になるのである。

を包含するような形でコミュニティが立ち現れてく

「なぜ今、市民性形成とことばの教育を考える必

る。市嶋は、シリアで日本語を学ぶ日本語教員や日

要があるのか」。この問いに対して、マリオッティ

本語学習者を対象にインタビュー調査を行ってい

は、
「私たちが今生きている現在、社会（各コミュ

る。紛争状態下にあるシリアにとどまり、学んだ日

ニティ）が求めることだからである」（p.241）と答

本語を生かすチャンスが閉ざされているにもかかわ

えている。

らず、なぜ日本語を学び続けているのか？彼女達は

人、物、情報、思想、習慣が国境を越えて大量に

日本語に未来や希望を見出している。それは、共感

移動するグローバル社会は、ことばも移動する社

を持って自分の語りを聴いてくれる市嶋の存在が大

会である。尾辻が提示する実際の日常言語生活は、

きいだろう。
「ことば」によって「共に生きる」空

実にフレキシブルでダイナミックである。シドニー

間が形成されることを私達に気づかせてくれる。

郊外のある店で交わされた会話には、英語、アラビ

本書は、言語教育に「市民性形成」という概念を

ア語、マルタ語が複雑に交錯する。店員達と客はそ

導入することで、その理念と教育に新しい次元を開

れぞれが持つ様々な言語資源や知識を駆使して売

らかんとするために書かれているが、
「市民性形成」

買を行っている。スーパーダイバーシティのもとで

に「ことば」という概念を導入することで、市民社

の社会言語現象を説明するには、英語、アラビア語、

会構築について新たな手掛かりを与える著作とし

マルタ語などという分別的な「言語」という単位で

ても読むことができる。グローバル社会における市

はなく、単語、表現、文法、発音などの言語資源の

民性を考える上で、今日「ことば」が持つ機能につ

総体である「レパートリー」という単位が有効であ

いて等閑視できない。市民社会の構築について考察

ると尾辻は述べる。人々は日常生活において、言語

し活動する者に、非常に意義深い示唆を与えてくれ

資源が複雑に交錯する中で、「レパートリー」を駆

る著作である。
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国際保健医療のキャリアナビ

日本国際保健医療学会編

【書評】
南山堂（2016 年）

国際保健医療のキャリアナビ
日本国際保健医療学会編 南山堂（2016 年）
神

健康にも程があると同様、キャリアにも程があ

谷

保

彦（長崎大学）

研究機関で働いている人たちである。これまでの

り、ボチボチがよいと個人的には思っている。オン

国際保健医療のキャリア関連本に比べ、専門分野、

リーワンをことさら強調することもなく、さりげ

職種が多様になり、役に立つと思う人の数は増えて

ない、「ナビ」かないキャリアもある。現在、キャ

いると思われる。ただ、しっかりとした専門分野、

リアは、その語源である馬車の通った跡のように、

資格、ポストのどれか、全てを持っている人が多く、

過去を振り返り、自分のアイデンティティの根拠と

全体の印象として、それに圧倒される人がいるか

して利用するというよりも、将来に向けて前向き

もしれない。気軽さも強調するなら、個人のボラン

に、ときに前のめりに考えるものになってきてい

ティアとして携わっている人、国際保健医療の仕事

る。キャリアは社会的に教育、開発され、個人レベ

を辞め、農業などまったく別の仕事や家庭で子育て

ルでみても、自分の人生に意味があるか、自己をど

や介護に主にかかわっている人の話があってもよ

のように啓発していくか、という問いかけと同時に

かった。そのほか、執筆者の専門分野では、人類

承認欲求、社会参加を満たす手段になっている。

学や開発学、業務形態では、コンサルタント会社、

国際保健医療は、若い世代に関心が高いものの、

NGO や日本赤十字社の関係者が相対的に少ない印

先例が少なく、学び方、働き方も変動が激しいため、

象がある。各人のキャリア紹介は、ターニングポイ

そのキャリアについて、学会のシンポジウムでもた

ントになった年齢と出来事に沿ってキャリアのア

びたび取り上げられている。そんななかで出版され

ウトラインがまず示され、本文に入っていく。キャ

た本書は 4 章で構成されているが、そのアウトラ

リアパスの内容は多彩、多様であるが、現地の人と

インは以下のようになっている。1 章で、国際保健

の出会いを軸に、または自分の資格やポストを軸に

医療の仕事に就いて活躍している人たちのキャリ

記述されている。2-4 章を読んでから読み直すとキャ

アが紹介され、2 章、3 章で国際保健医療の学び方、

リアパスのポイント、共通性がみえてくる。キャ

働き方が解説されている。それを受け、4 章で学生

リアとは個人の過去から将来への通時性であるが、

からのキャリアに関する質問に対し本書編集委員

自分のキャリアにこだわり、その通時性に引き摺ら

がアドバイスしている。

れると、同じ時間、場所を現地の人たちと共有、シ

本書の導入部にあたる「はじめに」は、「グロー

ンクロナイズしている現場という共時性がなおざ

バルな時間軸」、
「二刀流のススメ」、
「見るまえに跳

りにされることがある。キャリア紹介のなかでも、

べ」と、のんきさ、楽しさ、無謀さを奨め、国際保

現場の共時性をキャリアの通時性に回収せず、キャ

健医療の世界に気軽に誘ってくれる。これは、良い

リアのための成功談だけでなく、現地のために自分

ポストを得ないと力が発揮できないという社会構

の失敗談を晒しているものは読み応えがある。ま

造を強化し、もっと大切なものを見失ってしまいが

た、多くは国際保健医療にかかわる機関、組織の紹

ちな通常のキャリア的発想を遥かに超えている。

介にもなっており、2、3 章と行き来しながら読む

本書のメインとなる 1 章では、国際保健医療協

と理解が深まる。

力の分野で活躍する 30 人が自分のキャリアパスを

2 章の「国際保健医療を学ぶ」では、「国際保健

語っている。執筆者は、医学、歯学系、看護系、文

医療協力に王道なし」として、高校生、大学生、医

系、生化学、薬学、作業・理学療法、栄養、放射線

療資格をもたない人からの質問に答える形で、学び

科学、体育、農学、理工学といったバックグラウン

方のキーポイントが示されている。どこで、どこ

ドをもち、病院・地域医療、企業、NGO、在日外

まで学ぶか、国際保健医療分野が学べる日本の大

国人保健医療、中央省庁、JICA、国際機関、大学・

学院、公衆衛生修士が取得できる海外の大学院が紹
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介されている。より大切なことは人間力を高めるこ

しいと感じる人は多い。そのため、国際保健医療の

とであるとし、具体的に示したものとして、コンピ

仕事に就きたいと望み、可能であっても、その仕事

テンシーが取り上げられている。人間力やコンピテ

よりも、早期から両立を諦め、結婚、子育てを優先

ンシーは大学のグローバル人材のキャリア教育な

する若い世代が以前よりも増えている印象がある。

どでも喧伝されている。とくに調整能力が強調され

そのような人へのインタビューも入れて、結婚、子

ているが、多くの援助機関が関与している国際保健

育てに関する議論を深めてもよかったと思われる。

医療の分野では、重複を避け、効率的かつ公平に支

「真の国際保健は何か？」というストレートな質

援が行われるように調整するコーディネーター、物

問を巡っても議論され、最終ゴールは「国際協力が

資調達や移動手段の確保を担うロジスティシャン

必要なくなる日」というスタンスも宣言されてい

の重要性は強調しすぎることはない。ただこのよう

る。国際保健医療は、異文化の他者との遭遇のなか

なタイプの人は、産業界にとっても便利な自律的な

で、健康という誰にとっても身近なものに取り組む

ワーカーであり、働きすぎによるバーンアウトやメ

ため、自己反省性が強いと同時に、自己の承認欲求

ンタル面のリスクに留意すべきである。

が強く出やすい。「私たちのしている援助はどこか

3 章の「国際保健医療で働く」では、その仕事を「場

おかしい、でも援助で頑張っている私を見て！」と。

と対象」「業務を担う機関・組織」、「人生における

それに折り合いを付けず、その狭間に留まり、自分

位置付け」の観点から分類、解説しており、どこで、

を鍛え直すことが重要である。二刀流、三刀流でも、

どのような機関・組織において、どのように働くか、

気軽に付き合って、という最後のメッセージも印象

を考えるときに参考になる。つづいて、多様なキャ

的であり、ボランティア的な姿勢を奨めていると捉

リア構築が可能であること、実務経験をどう積むか

えたい。キャリアの過程で逡巡し、じっと待つこと、

に関し、エントリーポイントとしてのインターン

そして、なり得なかったものをひとつひとつ確かめ

やボランティア、履歴書の書き方を紹介している。

ていくこと、それも自分の人生に貴重な財産とな

さらに、生活体験から得た知識や技術を現場で生

る。さらに自分のキャリアの射程を超え、100 年後、

かすこと、国際保健医療の仕事と日本の公衆衛生・

若い世代でもその孫の世代の社会や地球環境まで

地域保健活動との協働について、その意義や具体例

も考えたい。

が述べられている。

本書で紹介されている国際保健医療にかかわる

4 章の「国際保健医療のキャリア Q & A」では、

人のキャリアパス、学び方や働き方、メッセージは

日本国際保健医療学会学生部会の会員から寄せら

多彩、個性的で、全ての人に全てが参考にならない

れたキャリアに関する質問に対して、学生部会を代

にしても、国際保健医療の学び方、働き方に対する

表して編者に参加している学生と話し合う形で、他

姿勢、そしてキャリアパスの分岐点で考え、決断し

の本書編集委員がアドバイスをしている。さらに、

たことは、若い世代にとって大変よい指針（ナビ）

国際保健医療の学び方、働き方に対する各委員の体

になると確信している。

験や考え方も披露され、2、3 章を補強している。
最初に取り上げられているのは、質問が多かった
とされる結婚と子育てである。現在、若い世代に
とって、国際保健医療への関心以上に結婚、子育て
にかかわる不安が大きくなってきている。今日の日
本社会における就労や育児の構造的な問題に加え、
社会にまん延する先行き不安感、その上、セキュリ
ティが第一と管理されている。そんななか、若い世
代にとって、わざわざ国際保健医療の現場で、ギリ
ギリの状況に身を置く精神的な余力は持てないか
もしれない。さらに最近は、海外長期滞在が減り、
短期間で海外と日本を行き来することが多く、その
ような断片的な労働環境では子育てとの両立が難
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【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、調査報告、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、調査報告、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）。
・調査報告：調査研究等の状況等について、学術的見地から報告するもの。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。
・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 字程度、英文のアブストラクトは 300 ワード程度、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。
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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。
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。締め切りは、毎年 5 月末日を目安とする。
〔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
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、
1 原稿ごとに 2 名の査読者を選定し、
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: 234=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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編

集

後

記

第 17 号をお届けします。今号では、5 篇の論文、研究ノート、調査報告を採録でき、これはうれしいこと
でした。前号は、論文 1 篇だけで、少々さびしい紙面でした。査読の労を取っていただいた会員諸氏に、こ
の場をお借りして御礼申し上げます。
今号の特集では、小川寿美子編集委員に全体の構想と取りまとめをお願いし、
「二十一世紀の国際ボランティ
ア」を取り上げ、4 名の方からご寄稿いただきました。
次に、第 17 回大会（宮原信孝実行委員長）は、久留米大学で 2016 年 2 月に開催され、その報告も収録し
ています。いつもの大会と少し違ったのは、地域での国際協力や市民活動を体感できたことで、2 つの時機
を得たシンポジウムの報告もご覧ください。
また、2016 年 5 月にご逝去された中田武仁さんの追悼として、親交の厚かった方々に寄稿いただきしまし
た。大阪大学の全学共通教育「ボランティア論」の講師として長らくお世話になりました。追悼講義の記録、
とくに受講生のコメントを掲載していますので、ご一読いただければ幸いです。
今号をもちまして、私たちの編集委員としての任期は満了しますが、引き続き、会員の皆さまからの積極
的な投稿をお待ちしています。
（澤村）
［編集委員会］
小川寿美子（名桜大学）
日下部尚徳（東京外国語大学）
澤村

信英（大阪大学、委員長）

森定

玲子（プール学院大学）
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