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若者支援の「スラックティビズム」を越えていくために

－当事者研究と支援の社会学へ向かって－

古賀正義

1．はじめに

2011年3月の東日本大震災からすでに2年余の歳月が過ぎた。昨今、震災の記憶の風化が

問題視される一方で、当事者さらには研究者にとって、「震災」という困難を克服するために

いかなる「知の力」が必要とされているのかが問われている。筆者は、郡部にある教育困難

(進路多様)高校の卒業生を追跡調査するため、ここ10年間、ほぼ毎年宮城県北部を訪問し

てきた。そこでは、沿岸部や「フクシマ」に比べて壊滅的被害はなかったものの、余震で液

状化した地元の困窮や格差を孕んだ避難所生活の歪みなどを見聞きし、大都市に居てはわか

らない当事者の声の力に衝撃を受けた。

以下で論じたいのは、震災によって多くの若者が打撃を受けながらも、新たな社会力を育

むために立ち上がり、互いの「協」(ネットワーク）による知のうねりが存在すること。その

一方で、ネットを介した「スラックティビズム」に代表される小手先の支援が存在したこと

の意味も問い直すべきであり、当事者性に寄り添ったボランティア論・支援論の再構築がい

ま必要とされているということ、である。いうまでもなく、筆者の限られた調査体験から論

じるには課題自体が重く、意を尽くせぬ極みもあるが、あえて本槁で当事者研究と支援の若

者社会学が必要とされる現状に言及してみたい。

2．被災者支援の現場で見たもの

(1)地元卒業生にみる震災体験のインパクト

偏差値ランクの底辺にあり、非行や問題行動に悩む教育困難高校。この高校の卒業生を追

跡研究し始めた動機の一つは、現場の教師たちの声にあった。雇用環境の厳しい地元で生活

する生徒たちの将来を考える時、「社会に出てからどう過ごしているのか、高校の教育が本

当に役立っているのかを知りたい」という切実な声があったからである。

もちろん震災発生は調査設計時には想定外の出来事であったが、卒業後8年目の年を迎

えて、再び彼らの声を聴く作業に取り組むことにした。かつて困難高校の管理職であったS

先生（現県立高校校長）らのご協力もあり、対象者は9名（当初からの対象クラスの4分の1

程で、女性6名・男性3名）と少なかったものの、在学時からの変化を含めて震災後の現況

を知る機会をえることが筆者にはできた(')。本インタビュー調査が、2011年冬から12年年頭

の震災発生後1年以内に行われたことも付言しておく。

さて、卒業生たちに実際聞き取りをしてみると、意外にも、家屋の倒壊や人員の負傷など
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震災の直接的打撃はあまり大きくなく、家族やジモ友の不幸なども聞かれなかった。内陸部

では、震災直後の生活も「井戸がまだ地元に残っていて、水には困らなかった」、「兼業で米

を自家用に作付しているので助かった」など、自然豊かな地域環境に支えられることが少な

くなかったと多くの者が語っていた。

他方で、ほとんどの者が震災当初の1週間ほどを避難所や自家用車内など余震の被害を避

けた安全な場所で過ごそうと苦労しており、避難場所がひどく混み合って息苦しい生活を強

いられたり、電気さえ点つかず暖が取れぬまま寒さに震えていたなど、これまでに経験した

ことがない耐乏生活を強いられ辛かつたと述べていた。

勤めていた店の倒産など卒業後の数年間は不安定な就労が続いたフリーアルバイターの女

性Aさんは、この当時の様子を次のように語っていた。

「う－ん．…･･なんか最初は節電、節電だったじゃないですか。で、電気を消したりと

かもしてたんですけど、やっぱりその一週間が本当にきつかったんですね。電気も水

もない生活だったので。本当に（生活の基盤は）大事だなって思ったんですよ。今ま

でどんだけね、裕福な生活してたんだろうみたいな．…･･･夜も寒くて寝れないしとか、

テレビも観れないからもう7時くらいから布団に入って寝る状態。夜ってこんなに長い

んだ、みたいな。だったんですけど。今はもう元の生活に戻っちゃったために、あの

時のなんて言うんですか、もう戻りたくないみたいな、あの一週間の地獄には戻りた

くないみたいな。……今もね、あっち（沿岸部）の、津波の方の人たちは大変な思いし

てるんですけど、それに比べたらこっちは全然あれ(安泰）なんですけど。もう、あの

一週間が地獄でしたね｡」

直後のこうした耐乏生活ばかりが苦しかったのではない。「(震災後の）ウワサに振り回さ

れてガソリンさえ買えず、職場への出勤が本当に大変だった｣、「就労先の工場が操業停止で

従業員を急きょ休業にしたため、失業に追い込まれた」など経済的基盤の揺らぎを指摘する

声や、「不眠不休で、（運転手として）トラックを走らせながら、スーパーの店舗修理に奔走し

て、働き詰めだった」、｢病院勤め（看護師）だったので、他地域からの患者も押し寄せ、医

療の不足をいやというほど感じさせられた」といった復興支援や医療支援の難しさなども指

摘された。

看護師として直後から治療にあたっていた女性のBさんは、次のように語っていた。

「(地震の）次の瞬間、窓を開けて戻ってきたらすごいく・らぐらして立ってることもで

きなくなってしまって。そうしてるうちに透析の機械が倒れてしまって。結局、緊急離

脱をするしかなくて、止めて、切って。外にまあ地震の揺れがおさまって、外に出たん

です｡”…･実際に床が血まみれになったところもあったので、外の方が安全だろうとい

うことで、出したんですけど。あの時、雪が降ってて。……それなのに午後四時半ぐら

いまで、外で。外来の方に案内して、帰れる患者さんには帰っていただいて、帰れない

患者さんには病院の病室のベッドをお貸しするような形になって。すごい、なんですか
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ね、見たことない光景でした。人で埋まってましたね。患者さんだけじゃなくて、その

周辺のジヤスコ（スーパー）とかで買い物されてた方だと思うんですけど。なんか急に

病院の方に走ってきた人がいて。で、過呼吸になっちゃった子がいるから、助けてくだ

さいとか……｡」

この聞き取りは震災から半年以上たって行われたのだが、混乱する当日の病院の様子が手

に取るようにわかる詳細な語りとなっており、強い記憶に残る人生体験、質的調査研究者デ

ンジン(21のいう「エピファニー体験」であったことがうかがえた。こうした体験は、医療事

務の仕事をするC君、さらには大型店舗修繕に奔走した運転手D君にも、共通した人生体

験として語られていた。

(2)再認識された｢絆｣の重要性

家族や地元の人たちとの絆を再認識したという声もあった。「テレビも同じ映像ばかりで、

母親と深い話しを久しぶりにした」、「プロパンガスの提供などで、近所の人に助けてもらい

打ち解けて話せるようになった」などの対人関係の変化を示唆する声は数多くあった。

例えば、結婚後すぐに離別しシングルマザーとして子育てに奮闘するEさんは、震災直

後に乳児のミルクやおむつを分けてもらった体験を語り、多くの見知らぬ他者とのかかわり

に今でも深く感謝していると語る。

「スーパーでも、なんか夜とかに回ったんですけど、もう全部が全部、行列で。買え

ねえって、言うんで。水とか、ガスコンロとか、もう全部（人から）貰ったんですよ。

ボンベとかも、毛布とかも。そう、ラップ。とかもなんとかもらえたので、それ1番助か

ったかな。あとミルクとか、オムツも。その時、まだ子どもも小さかったので｡……な

んとか会社から貰ったり、あと親戚の、北海道の親戚の人が、お父さんの実家なんです

けど、息子さんが北海道からオムッとかミルクとか食料買って届けてきてくれたりとか。

わざわざ。そういうので助かりましたね、やっぱりね。それがなかったら、子どもはど

うなってたんだろうと思いますもん｡……役場でも貰えたんですけど、オムツも半分くﾞ

らいしか貰えないし、半分じや2日3日持つくらいじやないですか。オムツって。だか

らどうしよ、どうしよと思ったら、(後で､勤めた）会社から貰えたので、それで助かって。

……あとなんか、その会社で仕事始まってから、“キャラバン”っていうピッキンのトラ

ックで、被災地に炊き出しに行ってたんですね。で、それによく私が行ってて。津波被

害にあった所を見たときの、辛さ。思い出します｡」

彼女によれば、子育てに関わる助け合いは、ママ友ばかりでなく、知人．近所・親戚など

さまざまな人に及んだということであり、感謝の気持ちはいまも忘れないという。オムツや

ミルクの話には、切実な思いがこめられていた。

さらに、親戚や知人などには多くの被害があり、「身近な友だちの親戚がなくなってしま

ったと聞いて、ショックだった」など、人のつながりを介した悲痛な出来事も語られた。「少

ご』
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し自分の仲間をたどると、たいてい犠牲になった方々に行きついてしまう」という嘆きの声

もあり、人間関係の密着した地方地域を襲った震災の苦難を知ることとなった。

例えば、初職のホテル勤務以来職場での適応が困難であり、専門学校での資格取得後も長

く一つの職に留まることができなかった女性Fさんは、現在授産施設で指導員として障害

を持つ子どもたちの支援をしている。震災後に送り届けた家々は時に大きな被害にあってい

て、困惑したという。

「ちょうど3月の上旬に、いまいる班が生活訓練班なんですけど、そこの職員の人が

やめるっていうことで、じゃあFさん入って。で3月、引き継ぎをしながらって時に、

地震がきて、もうびっくりしました。なんか椅子に座ってたのかな、作業をしてて、作

業っていうか、まあゆったりとしようねって感じで。なんか最初あたしは気づかなか

ったんですけど、37歳と39歳の男性の利用者が､「地震じゃない」みたいなこといって。

一応耐震にはなってたんですけど、そこの施設が改修して7年なので、すつどい揺れて。

やぱい！これはやぱい！と言って。みんなちょっと机の下に隠れてとか言って。もう、

みんなびっくりしてるから隠れられなくて。……そっからも余震もあったので、みんな

しばらく机の下でって。みんな停電になってるから、電車も止まってるよね、バスも止

まるよれっていうことで､帰りどうしよう。帰りこの子達をどうしよう、っていうことで。

じやあみんな、それぞれ送迎して帰ろう。家まで送り届けて帰ろうってことで｡……車

で帰ってたら信号もとまってて、あたしほんと車の運転って苦手で。もうどうしたらい

いのかわからなくて。誰が優先、どこが優先って感じで。帰ってるうちに、家が壊れて

て。ほんと田舎なんで、ほんとに、帰ってくる途中とかも、住んでるところとかも、家

があって全部倒れてたりとか、傾いて。こんな傾くのみたいな｡」

授産施設の子どもたちの送迎の途中で、被害の状況に戸惑う様子が生々しく語られている。

と同時に、語りからは障害を抱える各家庭への対応に職員がきめ細かく助け合って対処した

こともうかがえる。

(3)助け合いのための｢協｣の構築

上述したような困難高校卒業生の語りは、卒業生が必ずしも恵まれた家庭・社会環境にな

いがゆえに、震災に向き合う公的セクターの人々からの語りとは違い、むしろ震災という出

来事に埋め込まれてしまい、当事者としての立場（シングルマザーやフリーターなど）から、

困難の性格を理解し対処した軌跡を示すものとなっている。とりわけ避難に伴う共同生活の

困難や相互扶助による危機状況の乗り越えなどには、直接の被害の有無にかかわらず、困難

高校教師たちの心配と違って、若者たちが能動的に地域コミュニティに参入した様子がうか

がえる。困難に伴う危機意識の共有が、自然な人間関係の産物として互いの協働的関係を卒

業生に促していったといえる。

家庭と学校の関係性を分析した教育社会学者広田照幸'31は、高度経済成長期まで各家庭に

よる学校への教育要求には共通点が多かったと述べている。地域共同体での日常生活の共有
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は、互いの学校（公的セクター）への不満や期待の擦りあわせを行わせ、結果的に各家庭が

訴え出ても他の家庭も共感できる要求になっていたという。ところが、近年の「モンスター

ペアレント」のように、個別なわが子意識からの要求が増長すると、家庭相互間にも利害葛

藤が生じ、あちらを立てればこちらが立たずというような個人化した要求の束に学校が苦盧

するという事態が起こっている。いわば「ステークホルダー」による主張の社会的文脈が見

えなくなるという状況なのである。

この分析に重ねあわせて読み取るならば､「震災」という状況が基本的にはどの人にも平等

な困難として生じ、日常生活を支えるためにさまざまな若者たちの対話と協働を促したこと

は察するに難くない。もちろん地域社会の生活が依然人間関係が密で伝統的要素を抱えてい

たことも影響を与えているが、それを越えて、インタビューの結果からは、共通課題を自覚

できる状況の生じたことが、個々の若者に困難を介した「協」(ネットワーク構築）の感覚を

呼び起こしている。

繰り返せば、個人化した困難への対処のあり方が震災によって慈善的になったというより

むしろ、互いの違いを埋め合わせるようなネットワーク的了解が互いを包みこむ天蓋のよう

に立ち上がったとみるべきではないか｡「協」のセクターの重要性を論じた社会学者上野千鶴

子'41の言葉を借りれば、ケア（対人サービス）の展開にとってその意味を当事者の視点から

正当化できる人や場の存在が｢協」を可能にするというのと､極めて近いあり様がみてとれる。

(4)連携の実践が始まった高校・中学の生徒会事例

興味深いことに、宮城県北部のこの地域では、いち早く震災直後に、高校の生徒会が連携

して支援物資を収集し分類して､被災地の高校生に届けるという運動が展開された｡【資料l】

｢若者たちの思い被災地へ」は、その時の様子をローカル新聞が伝えたものである。

生徒会活動が近年下火になる中で、会の役員も組織的経営的なリーダーシップのある者か

ら、人気がありKYにならない者へと様変わりしているといわれる。だが、ここではそれと

異なり、役割分担に応じて社会活動に参加すること自体の意義が社会的支援の重要性という

点から強調されている。手間のかかる支援物資の分類には、たくさんの生徒たちが自ら積極

的に参加したと聞く。

また、「地元の高校生」という世代的なネットワークのつながりを強調することで、各高校

間の偏差値的な格差から離れ、同世代への震災被害の共感からスタートした、高校生自身に

よる支援実践への参加が強調されていた。中核となった進学校も、物資の集積場所ではある

が、大崎市の高校を代表して物資を石巻に届けるという役割を遂行したと聞く。

同様のことは、市内の中学校でも起こった。【資料2】｢希望一束中の未来の扉をひらく瞬

間」にあるように、大崎市内の中学校生徒会(東西南北の4校）が連携して企画を進め、この

東中では「希望」というメッセージを軸に生徒会誌にアピールを掲載したという。

ここでは、生徒会を支える学級の役割が強調され、さらに生徒会委員会ごとの「常時活動」

が期待されている。ある意味で、かつての社会参加をめざす生徒会への回帰のようにも見え

るが、ここでも、「震災支援」参加の地域社会的な意義が強調されており、合わせて、「市内の

中学生」という世代的なメッセージが連携と協働の必要性を求めている。やはり同世代の若
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【資料1】「若者たちの思い被災地へ」（宮城県・大崎タイムス2011年5月71]付け記事）
(http://www.osakitimes.com/R/index2.html)

東日本大震災の津波で学用品や生活用品を失った沿岸部の高校生を支援しようと、大崎地方各高校
生徒会が中心となり、ジャージーやシューズなど支援物資を集めた。第1次集約分は5月2日、石巻
地区の被災校へ搬送された（上記写真は、古川高校)。

者の被害への共感からはじめる点で、先の高校生のケースときわめて類似しているといえる

だろう。

もちろん教師や支援団体による事前準備やファシリテートがないわけではなく、すべてが

生徒の主導によると安易に解釈することはできまい。しかしながら、実際こうした活動を推

進している生徒たちに話を聞くと、広域的な支援活動を進めたのは生徒の有志であったとい

い、他にもクラブや広報で震災の現状を伝える活動(例えば、写真記録づくりや震災体験聞

き取りなど）が立ち上がっているということだった。ここでも、「震災」という特異な状況の

力が生徒たちの参加行動に影響を与えていると思われた。

では、なぜこのように実践参加と世代連携が重視されることになったのか。

(5)現地から見た実践事例の解釈

先にも紹介した元困難高校に在職したS先生への聞き取りの結果によれば、上記のよう

な若者の行動には、震災によって多くの大人世代が犠牲になり、未来に向けた若者への期待

が高まっている実態があるという。地域によっては、実際、若者が大人世代以上の支援の即

戦力にもなっていた。しかしながら、さらに深く現地の実情を見ると、先の活動が進められ

る見逃せない社会背景がいくつか浮かび上がる。

まず、被災地（この実践事例の市部もその範晴にあたる）では、「被災者」が｢被災者」を支

援している状況にあることがあげられた。被災地に入るボランティアや支援団体は多数あっ
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ｴP成量S"Sg17臼、私だち|ま震災~で校篝を失いましだ。澪波に雷するニュースを莞
ると、命スプあること、仲間と薬Iこ錘強し這り言吾りあつだりする鶴所jKb部活動で汗を
茨fす場所があることは、あだりまえ-で鍾蓉く、心力､ら感謝し、大切にしていかなけ・
れぱならないことに気づかきれましだ。

妻､毒ﾉll西中、北や、南中の瀧力をし､潅だし、で､学習や様々な澪動に取り;遇むこ
とが､できていますが､参後の蘂中の未寒に不安を懲じている人這多いでしょう｡し
かし、寒字の奉率の蕊毒鴎6K筵泳ぐのI呑警識量垂蒙率生む言。鐸が墨尭呑い恩寺が率っ琶
毒霧窪奄奄っ莚互6W二励琴し急い、且力'ず金気{毒、謡鐵．鍾鯵ひ弓かねるとf言鯵蓬頑張
ろうどいう霧いをこのスローガンに)るめましだ。

先日、霊域i票の癒報言志に纒一F幸之助睾んの言葉丈鼠掲識さ才lてし、ましだ。

r癖~動莚零‘&嬢譲f参、かつ謹毎も§鍵譲の蕊錘容蚤』，

雪、私』達は、家族､うそ生宕､土也域の害毒んのみな罵らず、日本全麹、鼻そしてごt堂奔の国
々から応くましてちらってし､ま童｡奏義莚毒埼ってい書ごこに鐘論議書迄同鋳に、ご蜜
にい琴蘂中竺一人一人が、意に、宣分鱈壱にできる蓮迄奄慧衰亡零銭生男奏謹塞刎、
どの函勇佳壱蘂剛謹柔種いき琴し参う。ぎし種、妻ら零琴霊中の蘂震詮巨ｵ旨し議し参う。
まだ、籠壷会スローズブンのi雲域のた螢めに{款、

O塗薙会の 土識諺壷書『琴繩の海霧蕊議露 る ご 鐘 』
○参簔員会 “ 竈 奏 し だ 『 議 鋳 ; 舌 鐡 』 が 錘蓉で貢塗

蘂……､~'く~"､零乎割零意立て･謡雲遥鋳っ蓬奉率の犀…"蔭＆§琴毒しよう。

【資料2】『希望一東中の未来の扉をひらく瞬間」の草稿（宮城県大崎市立古川東中学校・生徒会誌

2011年4月分から）

東日本大震災直後の生徒会誌には、「希望」という言葉を掲げた生徒会集会の写真とともに、市内

各中学校の連携による活動の紹介と「かつてない困難は、かつてない発展の礎となる」というメッセ

ージが綴られている。

たが､実際に現地の実情に長け、その場にふさわしい活動を組みたてられる（｢活動の現地化」

ができる）者は少ない。その結果、被災を受けた人でも動ける人は､支援に手を貸している

のが実際である。また、支援の起点となってきた被災地の学校では、教職員のストレスや疲

労が増大しており、これ以上の負担は難しいことも指摘できた。

この結果として、若者が支援の受け手や担い手になって、積極的に社会参加をすることが

必要になっていたといえる。その効用としては、以下のおおむね5点ほどがあげられるとS

先生は指摘する。

①他者(地域社会)への「感謝｣や｢気づかい」の気持ちが拡大したこと。

②大舞台での実体験を積んでおり、大人と同様の活動をする機会があったこと。

③学童保育への協力など、異世代間の交流が生じていたこと。
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④他の学校の高校生との連携に意欲的になったこと。

⑤大学生ボランティアとの関係性ができたこと。

ここでは触れないが、今まで会ったことのなかった見ず知らずの地域住民や、ボランティ

アに入った若者たちとの交流によって、触発された活動もあったという。いわゆる、社会的

オジや先輩などとの「斜めの関係」が若者を動かしたことは見逃せない。

これに対して、問題点としては以下の4点ほどがあげられるとS先生は指摘する。

①震災によるストレスやトラウマの残存に苦しむこと。

②就労等の進路の希望や生き方が変わってしまった者が多いこと。

③多くの現地情報に揺さぶられたり、情報の不足によって判断に迷ってしまうこと。

④二次避難所に移るような時点になると、交流が絶たれたり支援への思いが薄れること。

震災の体感が親しい人の死や苦難として心に刻まれ、フラッシュバックやPISDのよう

な体験が再度若者を襲うこともあり、不安定な精神状態に悩む者もあったという。また、家

族を失ったり財産を流されたりして、進路選択の変更を余儀なくされたり、情報の過不足に

よって判断に迷ったりということも少なくなかった。さらに、避難所暮しのような時は、そ

の生活が苦しくとも共に考え語る者がいたのに、それが二次避難段階となると、互いの関係

が分断してしまうということもあった。

だが、S先生によると、反面、引きこもりの若者が何かに目覚め關達に行動するようにな

った事例や、フリーターの若者が真剣に将来の進路を考え行動するようになった事例も、別

途報告されているという。若者世代のおける「協」の力の発露と大人世代からの「暖かなま

なざし」を感じさせるインタビュー内容であった。

3．多様な若者ボランティアの存在と課題

(1)「スラックティビズム｣という現象

「スラックティビズム」という言葉がある。震災直後､ネット上で注目を集めた「slacker(怠

け者)」と「activism(社会運動)」を組み合わせた造語である。情報社会学者で評論家の荻上

チキの説明(51を借りれば､「社会のためにと叫びつつ、全く自己満足的なアクションで終わら

せてしまう者に対し、否定的な意味で用いられる」用語だという。すなわち、自分でコスト

をかけずに気安く行われる社会的効果がほとんどない社会運動や活動を批判する言葉であり、

もともとアメリカのジャーナリズムで2000年頃から「偽善的運動」への椰楡を込めて用いら

れてきた。

例えば、震災時、物資が足りず流通も滞っている被災地に折り鶴を送るという行為や、実

際には支援物資を受け付けていない団体や行政の窓口の住所を添えて「ここに物資を送りま

しょう」と勝手に広める行為などが、その典型である。いくら善意に基づいていても、何の

役にも立たなければ意味がない。こうしたネットを中心とした「ダメ支援」や「支援呼びか

け流言」の現実を批判するために、「スラックティビズム」という言い方が用いられた。

繰り返すが、少なくとも震災時、支援したいという情念を共有した若者は多かったにちが

いない。ただし、具体的な支援の方法論がわからないまま、何をすればいいかわからず、効
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果のない運動に飛びついてしまう者も出てきたのである。ここには、第1に、人のため、社

会のために貢献したつもりだけで、誰の役にも立っていないというアイロニーがあった。ま

た第2に、友愛や正義に酔いしれながら、とにかく皆で群れて盛り上がって仲間意識を共有

したいという気分も強かった。若者によるボランティア活動の難しさは、今日、この「スラ

ックティビズム」という言葉に端的に映し出されているといえよう。

だが、社会学者仁平典宏も指摘する(6)ように、若者による気軽に進んで行う運動や社会活

動の広がりは震災時が初めてでなくこれまでにもいろいろあった。例えば、70年代の「チ

ョボラ連」では、「ちょっとボランティアでもやってみるか」を合言葉に気軽なボランティア
あざ

が奨励され、むしろ偽善的な徳といやり口を避けるレトリックとして「気楽」が強調された。

今回は、SSNなどの情報が活用されて、瞬く間に「折り鵺支援」などの意味のない気楽な

支援が広がってしまった点が目新しいだけだったともいえよう。

同様に、ワンクリック募金などがそうであるように、ネットでの運動は簡単な行動をちょ

っとずつ行うことが多いため、運動の設計如何で意義が変わってくる。また、同性愛者や女

性のアイデンティティの獲得を求める運動がそうであるように、コスチュームの着衣などさ

まざまなパフォーマンスを伴ったデモへの参加自体が運動であるなど、支援の表現方法も多

様になっていることを考慮に入れる必要がある。フランス革命に参加した大衆でさえ、歴史

的な意義や理想より、むしろ日頃の鐸憤晴らしやお祭り気分で参加していた、という仁平の

指摘にも、耳を傾けておかなくてはなるまい。

(2)寄り添い避難者支援の意義

とはいえ、震災時の「押しかけ型の支援」が現場にとって迷惑な「ダメ支援」であったこと

も疑いない。先にインタビューから述べてきたような、震災とのリアルな向き合い方への目

配りがなければ、言いかえると震災という困難とともにある当事者の目線に立つ姿勢がなけ

れば、支援は支援たりえなかったのである。

この点で、被災した現地に行けばボランティアであるのかを問いかける実践も多々あった。

例えば、宇都宮大学の学生たちが行った支援はその典型である。｢寄り添い避難者支援」とい

う見出しがつき、「とちぎ学生なう」という学生による記事欄で、朝日新聞(2011年10月27

日）が伝えている'71．

簡単に紹介すると、福島から放射能汚染を恐れて避難してきた女性や子供たちが宇都宮に

たくさん暮らしていることから、何とか支援ができないかと思い、ママさんたちが気軽に集

まれる「ママ茶会」を企画したというものである。本文も紹介しておこう。

「妊産婦さんやお母さん、お子さんたちが少しでも元気になるような企画一その一

つが､『ママ茶会』です。震災後、何もできない自分にもどかしさを感じていました。そ

んな時、ゼミの先生に、福島から避難してきた妊産婦さんたちを支援するプロジェクト

を立ち上げるから手伝ってみないかと誘われました。妊産婦さんが『栃木には知り合い

が誰もいない…･･･・普段話をする相手がいなくて、とてもストレスになっている』とい

う話を聞きました。一人で不安と向き合っているということに気付かされました。そこ
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で、妊産婦さんやお母さん、お子さんたちが新しいコミュニティーを作る懸け橋を提供

したいと思い､『ママ茶会』を企画したのです｡」

ここにあるように、被災者の妊婦さんやその家族と地域社会との交流を図ることも、間違

いなく「震災ボランティア」である。新しい地域になじめなかったり、入り込む入口が見つ

けられなかったりする人たちに、とりわけ弱い立場で汚染への不安を抱える人たちに、地域

社会との接点を提供しようというのである。

彼らは、こればかりでなく、地域情報や保健師さんとの交流を図り、希望住宅とのマッチ

ングをする試みにも手を貸していったという。現地支援に向かいがちな思いを、地元での被

災者に対する「一人残らず最後までの生活再建への支援」へと読み替えて、活動を現実的な

方向に切り替えていることが高く評価される。当事者目線に立つ支援とは、当事者の困難を

知る努力からしか始まらないと教えられる実践である。ここには、「押しかけ」ではない、「居

残り」の美学が感じられる。

いいかえれば､時間経過とともに､支援の質を実態に合わせて考えるボランティアには､｢独

りよがり」や「流言的思考」は見出しにくい。しかも、経済的・物理的支援と精神的支援の

両面をみつめて支援していく姿勢を持っていることも重要であるといえる。

(3)パラドキシカルな贈与としてのボランティア支援

このようにみると、改めて「ボランティア」とは何かという問いが出てくる。絶えず｢偽

善ではないか」とか「自己満足ではないか」といった冷たいまなざしが、ボランティアには

向けられてきた。「スラックティビズム」でなくとも、「寄り添い」となろうとも、ボランティ

アという行為の核心には「他者のために」行うという自己の利益を離れた「贈与」の問題が原

理的に横たわっている。

「贈与」というのは、物質的な贈与であろうと精神的な贈与であろうと、一筋縄ではいか

ない厄介な行為である。ただ相手に行ってやればいいというのではない。なぜなら、ボラン

ティアを受ける側は、絶えずボランティアをする人の本当のねらいを考えてしまいやすいか

らだ。どこか自分のためにやっているのではないかという疑いが拭えず、不安になって、問

いただしたり探りを入れてしまったりする。あるいは、儀礼的にお礼を言い続けたり、微笑

もうと努力したりしてしまう。

他方で、ボランティアする側も、いいかえれば相手に贈与する側も、相手が本当に喜んで

いるのかとか、迷惑ではなかったかという不安を抱き続ける。心からの返礼であるのか、吟

味してしまう。贈与には、こうした互いの相互関係が付きまとう。

これだけではない。誰かに何かしてあげた人には何かお返しをしなくてはならないことに

なる。いいかえれば、贈与には常に「返礼」（｢反対贈与｣）が伴う。これは別に物質的な返礼

でなくてもよい。ボランティアをする側がやったことに満足を感じたり、相手からの感謝を

感じたりすればよい。「心理財」が得られさえすればよい。要は、返礼があったと思うことな

のだが、贈与は原理的には絶えず返礼の獲得が完全にはできないという交換としての不可能

性を内包しているともいえる。
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ありがと

仮に、それを達成したいと望むならば、より大きな精神世界との交換、例えば､「有難う」

は難を課さない天(神）との交換関係の表明と解釈できるように、純粋な交換関係と解釈し

なくてはならなくなる。

このように見た時、70年代以降に始まった「自己効用論的なボランティア活動」では、先

の「贈与」のパラドックスは解決できないことになる。いくらボランティアする側とされる

側は対等な関係なんですよといっても、それゆえ、互いの利益を保証していきますといって

も、「スラックテイビズム」の抱える自己本位という原理的な問題がすべて解消できるわけで

はない。その点で、先に紹介した「協」の力を、こうした自己効用の言説が解体していく側

面がなくなるわけではない。

ちょうど、有償ボランティアや地域通貨によるボランティアなどが提起したような社会貢

献の市場価値を構築して、ボランティアならざるボランティアを作りだすという動きがいま

もあるように、震災というエピファニーな体験をめぐっても、関係をめく．るパラドックスに

向き合うことは避けがたい問題であるといえるのである。

では、ボランティアによる若者の支援をめぐるこうした言説が突き付けている課題を、ど

う見つめていったらいいのか。最後に、いま一度90年代に問われたネットワーク分析の視

点に立ち返って締めくくりとしておこう。

4．いま一度、「ボランティア論」に帰る

(1)ネットワーク組織論の示唆

最後に、やや古典的に思えるが、金子郁容『ボランティア：もうひとつの情報社会』をも

う一度思い起してみたい'8)。この本には、依然として支援ボランティアが考えるべき基本的

な課題が記述されている。

その冒頭には、「ボランティアは『助ける』ことと『助けられる』ことが融合し、誰が与え

誰が受け取っているのか区別することが重要ではないと思えるような、不思議な魅力にあふ

れた関係発見のプロセスであるというのに｡」(6頁）とある。彼によれば、与え受け取るとい

う「贈与」を意識することではなく、そこに生まれる関係を発見することであるという。こ

の視点は、震災という特異な状況であっても、人々がボランティア活動するときの基本的な

思想の基盤を提供していたと思われる。

続けて金子は言う。原理的な二者関係を越えて、社会関係のネットワークを構築するその

原理を発見する過程が、運動体としての関係の意味を見出す過程が、ボランティアの本質で

あると。ここで、彼はボランティア主体からいったん離れて関係の束というものの意味へと

視点を移しかえている。まるで、形式社会学や近年注目される社会関係資本の議論のように、

社会の基盤からボランティアのネットワーキング機能に着目する。

「ボランティアの提示する関係性、つまり、個人や社会への「かかわり方』と『つながりの

つけ方』は、社会を多様で豊かなものにする、あたらしいものの見方と、新しい価値を発見

するためのひとびとの行動原理を提示するものであり、社会の閉塞状況を打破するためのひ

とつの『窓』になるのではないかと思っているのだ｡」(69-70頁）という。
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ここでは、ボランティアが個と個のつながりから始める社会関係の再定義に寄与すること

が強調されている。官僚制組織のようなシステムからではない、内発的な相互関係からの組

織化の過程なのである。

しかしながら、そこには「自発性のパラドクス」が絶えず存在するともいう。だから、自

発性という言説は、決して主体の作為的なものではなく、困難な状況への関わり自体から生

じるものであり、私も同じであるという共感の感覚に依拠するものであるとも述べている。

まとめていえば､「ボランティアとは、困難な状況に立たされた人に遭遇したとき、自分

とその人の問題を切り離して考えるのではなく、相互依存性のタペストリー（織物）を通じ

て、自分自身も広い意味ではその問題の一部として存在しているのだという、相手へのかか

わり方を自ら選択する人である。表現をかえるなら、相互依存のタペストリーのなかで､『他

人の問題』を切り取らない、傍観者でいない、ということである｡」(111頁）

だから、いじめ問題などにも登場する「バルネラブル」(vulnerable)という言葉、他者から

の「攻撃誘発性」という言葉で表現される、問題を抱えた他者と関わることが、いいかえる

と相互依存のひ弱さを体験することこそが、ボランティアの魅力であり、力の源泉であると

いえるという。

「『ボランティアとしてのかかわり方』を選択するということは、自発性パラドクスの渦中

に自分自身を投げ込むこと､つまり、自分自身をひ弱い立場に立たせることを意味する｡」(112

頁）

このような本質的に相互承認と呼べるような、当事者としての弱い立場を想起するという

ような視点を持つという点で、ボランティア活動は、次の三つのステップをもたねばないと

いう。

ステップl「まず、自分から動く」－勇気をもって

ステップ2「評価を相手に委ねる」－ゆったりと

ステップ3「相手が動いたら、タイミングよく対応する」－恥ずかしがらずに

ボランティア活動を受ける相手も、また同じように、この3ステップを踏むことになる。

自らをこのようにバルネラブルにするのは、何のルールも後ろ盾もないところで、ひとりの

個人として行動するからである。そこには、自由もあるが、常にリスクもある。そのような

リスクを犯して、互いに出会うところに、人間としての対等の関係があり、人間としての尊

厳があり、相互承認が成立するといえるという。

この点を再確認して、ボランティア支援に取り組まなければならない。冒頭の現場体験は、

そのことを教えていたといえよう。

(2)当事者支援再考

以上のように、「協」の力を再考させ、震災ボランティアの動向は「支援」というものがい

かにあるべきか、「支援者」とはどのような人であるべきかを問いかけているといえる。筆者

も登壇し本年夏に行われた早稲田社会学会大会シンポジウムのテーマである「当事者性と支

援を問う：排除される若者たちとその支援｣(http://www・waseda.jp/assoc-wss/taikai.html)

も、こうした点を掘り下げるものだった。
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若者支援の「スラックティビズム」を越えていくために：古賀

詳細は省くが､「当事者性」を、困難な問題を共有する本人や他者(家族や友人など）とお

さえることによって、地域社会を基盤としたネットワークによる支援を行う可能性が開ける

という課題提起であった。若者問題の場合、学校からの支援だけでは十分でなく、支援機関

や団体、あるいはボランティアなどによって、当事者の必要とする支援を保証していくこと

が必要になっている。これまでにみた震災とその支援は、「協」の可能性も含めて、こうした

ネットワークの視点を導くうえで示唆に富むといえ、研究活動を通して支援を支える「知の

力」を生み出すことが必要であると改めて感じる。

最後になったが、聞き取りに協力してくださった宮城の若者や教師のみなさん、また、本

稿を書くヒントとなった研究者のみなさんの助言に深く謝意を表したい。

追記本稿は2011年11月に開催された文部科学省.まなびビアシンポジウム｢震災ボランティアと若者

たち－その学びと支援を考える」において発表した草稿をもとに構成されたものである。主催者な

らびに当日の参力|I者に改めて謝意を表したい。
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