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『未来共創』第 8 号をお俶けします。6 年間にわたって発
された『未来共生学』を引き継いだ前号では、
「当面は、編集
委員会が企画した特集を掲載し、大学院生たちが投稿した
論文や研究ノートを掲載していく」としつつも、「より幅広
い書き手と読み手を獲得していけるよ

発刊にあたって

『未来共創』

うに工夫を重ねていきたい」と記して
いました。
『未来共創』となって第 2 号目となる
本号にも、大学院生を中心とした論文

2 編、 研 究 ノ ー ト 3 編、 書 評 3 編、 そ
して 4 本のエッセイをお寄せ頂きまし
た。附属未来共創センターでは今年度
のテーマを「レジリエンス」として研究
会を重ねましたので、その成果を特集
「レジリエンス」として本号に掲載する
ことにしました。またセンターが関わ
りました活動の報告も 4 編掲載しまし

た。なんとか『未来共生学』を受け継ぐことができたと感じ
ています。原稿をお寄せ下さった皆様に感謝申し上げます。
一方、本号では、新しい試みも始めてみました。フォー
ラムとして掲載した 2 つの論考です。学術論文として投稿
されたわけではありませんでしたが、本誌の読者とともに
議論していきたい話題について執筆者らがディスカッショ
ンを重ねてその成果を俶けて下さいました。そこで編集委
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員会では、それぞれ複数の教員とやりとりを行ってもらい、
修正などを経て収録することにしました。もとより論文は
開かれたものですから、論文内容に関する議論は各所で起
こりますが、フォーラムに掲載した論考は、そうして生じ
る議論を次号以降に掲載することを目指しています。これ
らの論考に対するレスポンスとして新たな論考が書かれ投
稿されることや、著者らと議論を行ってもらってその成果
を次号に投稿してもらうことなど大いに期待するところで
す。
本号も 350 ページを上回りました。電子ジャーナルです
ので、重量感や手触りには欠けますが、大部の雑誌を世界中、
どこでも誰でもアクセスできる形で発

できることは大変

意義深いと考えます。編集委員会としましては、本誌につ
いてさらなる広報に努めたいと思います。

2021 年 3 月 15 日
『未来共創』編集委員会委員長
大阪大学大学院人間科学研究科

渥美 公秀

『未来共創』発刊にあたって
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論文

米国に住む「日本人ゲイ」により語ら
れる物語／語りに関する研究
どのように自身の性的マイノリティ性と人種・民族的マイノリティ
性について物語るのか

冨安 皓行

要旨
本研究は、米国に住む「日本人ゲイ」が性的マイノリティ
性と人種・民族的マイノリティ性という二つのマイノリティ
性をどのように経験してきたのかについて記述することを目
的とする。本研究は語る内容のみならずどのように物語るか
という語り方、すなわち物語／語りのナラティブとしての側
面に着目し、カリフォルニア州サンフランシスコ・ベイエリ
アに住む三名の「日本人ゲイ」の物語／語りを提示・分析する。
三名の物語／語りは「オカマ」のような話し方によるいじめ
についての話や、日本企業の異性愛中心性についての話、日
本と米国どちらに住み続けるかについて思案するような話を

目次
1. 問題の設定
1.1 背景と問いの設定
1.2 調査対象の設定

2.「日本人ゲイ」の物語／語り
2.1 シンヤの物語／語り
2.2 ユウの物語／語り
2.3 ヒロシの物語／語り

3. 物語／語りの分析
3.1 物語／語りにみられる規範
3.2 「ズラシ」と「外し」

4. 本研究のまとめと限界

含んでいる。これらの話は既存の研究の指摘と多分に重なり
合う。
ときに「日本人ゲイ」たちの物語／語りは両義性や矛盾を
含む。たとえば一方で人種的・民族的マイノリティ性をもつ
性的マイノリティが向き合う差別について語りながらも他方
で自身の「成功」について示すことや、
「悲惨」なものとし
て語りうる物語をさまざまな工夫を通して「悲惨」な物語と
して語らないことなどの例がみられる。本研究はこれらの物
語／語りのもつ意味や役割について考察した。

キーワード
ゲイ
在米日本人
物語／語り
マイノリティ

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程；hiroyuki.tomiyasu@gmail.com
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1. 問題の設定

1.1 背景と問いの設定
近年の性的マイノリティを対象とした研究は、性的マイノリティ性をもつ
者たちのあいだの「差異」に着目する。日本の社会学者・クィア研究者である
森山至貴は、クィア研究のもつ視座について「差異に基づく連帯の志向」、「否
定的な価値づけの積極的な引き受けによる価値転倒」、「アイデンティティの
両義性や流動性に対する着目」と説明している。森山は、クィア研究は「差異
に基づく連帯の志向」について「多様なセクシュアルマイノリティを、それら
の差異を

することなく関連付けて考察すること」をめざすと述べている

（森山 2017: 125-128）。
森山の述べるような性的マイノリティたちのあいだの「差異」は、さまざま
な社会的要素によって作り出されている。たとえばゲイとレズビアンは性的
マイノリティとしてまとめられるものの、それぞれが直面する課題や困難は
ジェンダーに基づき異なる様相を取るだろう。また「差異」の問題はゲイやレ
ズビアン、バイセクシュアルやトランスジェンダーというカテゴリー間の問
題だけに留まらない。社会的背景の違いや「能力差」、障害のあるなしなどは、
たとえばゲイというカテゴリー内のそれぞれの人びとの営む生を異なるもの
とするだろう。クィア研究の中には性的マイノリティ性とその他のマイノリ
ティ性という二つ以上のマイノリティ性に着目しながら、彼らが生きていく
なかで経験する複合的な社会的抑圧について描きだそうとする研究

がある。

米国に住む「日本人ゲイ」は、性的マイノリティ性と人種・民族的マイノリ
ティ性という二つのマイノリティ性を抱える存在だといえるだろう。クィア
理論家のジュディス・バトラーがフェミニズム運動における前提となる一
岩の女性という主体の存在について批判したように（バトラー 1999）、ゲイ解
放活動の中で語られてきた一

岩のゲイという主体も、それが白人中心によ

るものだとして批判の対象となっている。人種的・民族的マイノリティ性を
有した性的マイノリティが直面する特有の課題や他者からのイメージについ
て多くの研究が指摘している（Eguchi 2011; 2014; Han 2015; Han et al 2014;

Hanafusa 2020; Strayhorn & Tillman-Kelly 2013; Sueyoshi 2016 など）。
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それでは米国に住む「日本人ゲイ」に着目した研究は、これまでどのような
点に着目しどのようなことを明らかにしてきたのだろうか。社会学者のタマ
ガワ（2020）は日本から米国、カナダ、オーストラリアに移動した経験をもつ

55 名の性的マイノリティに対して調査を行った。うち 19 名が米国への滞在経
験を有していた。この調査は彼らの性的難民性を明らかにした。回答者は一
方で日本でのいじめ経験や日本社会における性的マイノリティに対する無理
解を語り、もう一方で海外の LGBTQ に対する
しかし性的マイノリティたちが渡

容さについて回答している。

後直面する海外における人種・民族的問

題や移住に関する問題、文化や言語の違い、健康保険に関する問題などの存
在も明らかになった（Tamagawa 2020）。
社会学者の

ラノ（2014）による研究も、タマガワの研究同様、日本から海

外に移動するゲイたちの経験を明らかにした。

ラノは 14 名のインタビュー

と 2 つの「在米日本人ゲイ」による手記の分析を通して、日本から米国へと移
動した者たちの来米の動機や米国での生活の様相を明らかにした。

ラノの

研究においても日本社会の異性愛規範は問題となる。
「結婚や子どもを生み
育てることなどの日本の規範にためらいなくフィットできないゲイにとって、
移住は代壐の生き方を確保するための資源として機能」し、「日本人のセクザ
イルにとって、セクシュアリティは、キャリアや英語運用能力の獲得、文化
的緕出の期待を増やすことなど他の重要な要素と結びついている。これらの
要素が移動を促進する。キャリアの見通し、ゲイ・アイデンティティ、経済
的資源の結びつきの中で、日本人ゲイ男性は日本から離れるか、日本に住み
続けるのか、米国（またはカナダのいくつかの市）に住み続けるか日本に戻る
かを交渉する」という（Hirano 2014: 93-94）。
以上の先行研究は性的マイノリティ性による日本社会での困難や、人種・
民族的マイノリティ性による米国社会での困難に直面しながら生活する「日本
人ゲイ」に関する物語の存在、ないし経験を明らかにしてきたといえるだろう。
先行研究はこの点で評価できる。なぜならば物語を明らかにし語ることは社
会変容のために大きな力をもつからである。この点を指摘したのは社会学者
でありゲイ・スタディーズに大きな影響を与えたケン・プラマーである。プラ
マーは近年米国において性に関わる物語が盛んに語られるようになっている
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ことに着目し、物語

語りのもつ政治的な力について述べている。プラマー

は「セクシュアル・ストーリーは権力の流れのなかにいきる」という。ストー
リーは語ることによって想起される感情と結びつきながら、社会を変容させ
る力となる（プラマー 1998: 51-62）。すなわち以上に挙げた先行研究は、研究
を通して日本の異性愛中心性や米国ゲイ社会の白人中心性を指摘することに
よって社会変容を目指す一つの政治的な試みでもあった、といえるだろう。
しかしながら先行研究は、米国に住む「日本人ゲイ」の物語

語りの存在、

ないし経験について比較的画一的な捉え方をしてきた、とも指摘できるだろ
う。日本の異性愛中心性や米国における白人中心性はもちろん批判されるべ
き対象である。しかし米国に住む「日本人ゲイ」たちが、いつもみずからの性
的マイノリティ性と民族的マイノリティ性を強調するような物語を語るとは
考えづらい。むしろ彼らは自身の物語について語る際、自らのマイノリティ
性を強調するような物語
物語

語りや、自らのマイノリティ性を否定するような

語りや、その両方を自覚的・無自覚的に混ぜながら物語るのではない

だろうか。この揺れ動きを捉えることこそが、彼らの性的マイノリティ性と
人種・民族的マイノリティ性についてよりよく理解することにつながるので
はないだろうか。
本研究は、米国に住む「日本人ゲイ」が性的マイノリティ性と人種・民族的
マイノリティ性をどのように経験してきたのかについて記述し明らかにする
ことを目的とする。本研究は語りのナラティブとしての側面に着目し、語り
の内容と、語り方双方を分析の対象とする。その物語や物語を語ることは語
る者にとってどのような意味をもっているのだろうか。
本研究は以上をリサーチクエスチョンとし、以下で「日本人ゲイ」たちの来
米と米国での暮らしに関する物語

語りを記述していく。次節では本研究に

おける研究対象を提示する。第二総では三名の「日本人ゲイ」の物語
を提示する。三名の物語

語り

語りは、「日本人ゲイ」たちが直面するさまざまな

課題を含んでおり、またその物語の語りには特徴がみられる。その点に焦点
を当てながら提示する。第三総では三名の物語

語りを分析・考察する。ま

ず先行研究にみられたような日本における異性愛中心性や「日本人ゲイ」たち
の米国での人種・民族に基づく周

性が語られているかという点を検証する。
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その後、三名の物語

語りにみられる自身の表象の揺れ動きに着目し分析を

行う。第四総では本論文の限界を指摘しまとめとする。

1.2 調査対象の設定
本研究の調査対象は、米国カリフォルニア州サンフランシスコ周辺地域（以
後サンフランシスコ・ベイエリア）に居住する「日本人ゲイ」たちによる性的マ
イノリティ性と人種・民族的マイノリティ性に関する物語

語りである。本

研究の調査対象の選定理由は、サンフランシスコ・ベイエリアが歴史的・地理
的に「日本人ゲイ」による物語

語りを収集するための適切な場所であること

による。
サンフランシスコ市は米国西海岸にあり、日本の福島市とほぼ同じ緯度に
位置する人口約 88 万人の都市である。サンフランシスコ市は長らく米国西海
岸の経済・物流において重要な場所であり、近年は多くの情報通信技術関連
企業の本拠地となっている。その結果近年地価の高騰が問題となり 1、多くの
住民は郊外へと移住している。この現象は昔からのサンフランシスコ市、サ
ンフランシスコ近郊の市をまとめたサンフランシスコ・ベイエリア（またはベ
イエリア）という枠組みをより強めている。
サンフランシスコ・ベイエリアの特徴は住民の人種・民族的多様性にある。
サンフランシスコ・ベイエリア全体の統計をみつけることはできなかったも
のの、サンフランシスコ市の人種割合は 2019 年の調査において白人が 46.4％、
スパニック・ラティーノではない白人が 40.5 ％、アジア人 2 が 34.4 ％、
スパニック・ラティーノが 15.2％、

人およびアフリカンアメリカンが 5.2％、

二つ以上の人種的ルーツをもつ人が 5.6 ％、ネイティブハワイアンもしくは
他の太平洋の諸島地域が 0.4 ％、のように続いている 3（United State Census

Bureau 2019a）。サンフランシスコ・ベイエリアの一角となるオークランド
市の人種割合は、白人が 35.5％、

スパニック・ラティーノではない白人が

28.3％、 スパニック・ラティーノが 27.0％、 人およびアフリカンアメリ
カンが 23.8％、アジア人が 15.5％、二つ以上の人種的ルーツをもつ人が 6.9％、
ネイティブハワイアンもしくは他の太平洋の諸島地域が 0.9％と続く（United

State Census Bureau 2019b）。この地域は多くの雑誌や本で人種・民族的多様
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性を顕現する場所として表象される。しかし現実には異なる人種間でのヘイ
ト・クライムもしばしば報告されている。
サンフランシスコ・ベイエリアは日本にルーツをもつ人びとが多く集まる
地域でもある。サンフランシスコ市はジャパンタウンを有する。ジャパンタ
ウンは日系企業の運営する書侂や、日本の食材を多く取り扱うスーパー、日
本食レストラン、土産物屋、100 円均一の侂などを有し、「日本人」
・日系人を
主なサービス対象者とするシニアセンターや寺院も存在する。例年 4 月には
祭りが開催され盛況を呈する。ジャパンタウンはしばしば日本の綆行者から
「本当の」日本でないと評されることもあるものの、その存在は日本から離れ
た者たちにとって日本とのつながりを感じさせる場所となっている。
サンフランシスコ市は 1960 年代から本格的に始まったゲイ権利獲得運動
の中心地の一つとなった。現在でも市内カストロ地区には多くのゲイバーが
存在し、ゲイたちが性的な出会いを求め集うゲイサウナも存在する。
「ゲイ・
ニュースペーパー」と呼ばれる週

新聞は、ゲイが多く参加したイベントの報

告や、LGBTQ をテーマにした映画や本の紹介、ゲイの活動家や有名人のイ
ンタビュー記事や、イベントやサービスの広告などを掲載している。多くの
ゲイ支援団体は、それぞれ HIV

エイズに関する問題、雇用問題、高齢者問

題、若者の問題など幅広い問題に対する情報やサービスの提供を行っている。
しかしながら人種・民族的マイノリティのゲイたちが周

化されていると指

摘されてもいる。人種・民族的マイノリティのゲイたちは、自らが団体やサー
ビス・サークル等を立ち上げ活動している 4。
私は 2018 年 10 月～ 12 月、2019 年 11 月～ 2020 年 3 月までの約 8

月を中

心にサンフランシスコ・ベイエリアへと複数回赴き、現地に住む「日本人ゲイ」

8 名にインタビューを行った。インタビュー協力者の年齢は 30 代が 1 名、50
代が 3 名、60 代が 4 名だった。8 名中 7 名は結婚経験があり、うち 2 名はパー
トナーと死別し現在一人暮らしだった。
インタビュー協力者を

る方法は、インターネットの情報、人からの紹介

などである。私はゲイと自認しており、滞在中にゲイたちが利用するスマー
トフォンのアプリケーションを利用し知り合った一人の「日本人ゲイ」と交友
をもった。また私はインターネットを通じてサンフランシスコに居住する一

冨安｜米国に住む「日本人ゲイ」により語られる物語／語りに関する研究

8

人の「日本人ゲイ」の存在を知り、その人にメールでコンタクトをとった。両
名は自身もインタビュー対象者となり、さらに「日本人ゲイ」の

人かと「日本

人ゲイ」たちが集まる会合を紹介してくれ、そのつながりを基にインタビュー
協力者を
私は

った。
食侂やインタビュー協力者の自宅などで、一人につき最低一回から

複数回のインタビューを行った。インタビューは非定型的なインタビューと
なったが、生まれてから現在までにおこった出来事について語ってもらうよ
う促した。インタビュー協力者と共に散歩することや

食を行うこと、会合

への参加も行い、そこでおこった出来事についても記録するよう心がけた。
インタビューは可能な限り録音し、録音できない場面ではフィールドノート
を取るようにした。なお本研究は、大阪大学大学院人間科学研究科・共生学
系研究倫理審査で承認済みの「ゲイと『老い』に関する民族誌的研究」で実施し
たインタビューとフィールドノートの一部を分析したものである。
この総のしめくくりとして、本研究における「在米日本人ゲイ」の定義を示
したい。本研究における「在米日本人ゲイ」の定義は「日本に長く住んでいた
経験をもち、現在米国に住んでいるゲイ」という緩やかなものである。なぜな
らば「日本人」という概念が非常にあいまいなものだからである。

2. 「日本人ゲイ」の物語／語り
本総では本研究で行ったインタビューとフィールドワークを基に、シンヤ、
ユウ、

ロシ（名前はそれぞれ仮名である）という三名の物語

語りを順に提

示する。

2.1 シンヤの物語／語り
はじめに提示するのはシンヤの物語

語りである。シンヤの物語

語りは、

先行文献がこれまで指摘してきたような日本の異性愛中心性と来米後の日本
と米国のはざまに立つ「日本人ゲイ」の物語
物語

語りの代表例となる。シンヤの

語りにみられる学生時代の経験や、日本に対する複雑な思いに着目し

ながら以下の文総を読んでほしい。
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シンヤは 50 代のゲイである。彼は 20 代に来米して以来米国に住み続けて
きた。私とシンヤとの出会いは、私がサンフランシスコ・ベイエリアでの本
格的な研究開始前にサンフランシスコに滞在した際の個人的なものであった。
私はのちにサンフランシスコ・ベイエリアに住む「日本人ゲイ」に対しても本
格的にインタビューすることに決め彼にインタビューを頼んだ。今回提示す
る物語

語りはこれまでの彼とのやり取りをまとめたフィールドノートを参

照している。
シンヤは他のインタビュー協力者と二つの点で異なっていた。この二つの
相違点が彼の物語

語りに特色を与えていたように考えられた。

一つ目の相違点は、シンヤが私に対してしばしば批判的な態度を取ったこ
とだった。例えば私は一度日本の浅優のように整った彼の容姿について

め、

榓ましがったことがあった。しかし彼は私のことばについて、米国人は目淒
立ちのはっきりしたアジア人のことを好きではないといって否定した。彼は
私の研究に対しても批判したことがある。ある時彼は、私の研究場所の選定
について次のように批判した。
はサンフランシスコで研究しているの。何かここじゃないといけない
理由があるわけ

私に尋ねるように 。止めた方がいいよ。他のところで

研究した方がいいよ。トロントとかボストンとか、オーストラリアとか
でもいいじゃない 諭すように 。家奶が高すぎるよ。
彼のアドバイスは確かに私にとって的を射ていた。家奶が世界的にみて高い
サンフランシスコ・ベイエリアで生活するのは、私にとって容易いことでは
なかった。彼は長年米国で生きてきたことに対して強いプライドをもってい
るようにみえた。シンヤの私に対する批判はサンフランシスコ・ベイエリア
に来たばかりの「新参者」である私に対してのアドバイスであるようだった。
しかしシンヤが私に対して批判的なアドバイスをする理由は他にもあるよ
うに考えられた。それはどうやら私が研究後に日本に帰る人間であることに
関連しているようだった。彼は私と話をするときしばしば日本に戻りたいと
いう旨の語りを行った。ある日彼から聞いた語りが彼の来米理由を説明して
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いるように考えられた。この日のフィールドノートを以下に提示する。
「子どもの頃はどんな子どもだったんですか」。私はシンヤに尋ねた。
シンヤは「それっていつ頃」と私に聞き返した。私は「10 代とか」と返答し
た。シンヤは語った。
「すごい神経質な子だったね。あのね。小学生の時に
子が立

の推榗した男の

補して生徒会長になったの。そしてすごく活発だったの。でもね、

中学生の時にある一人の女の子にその活発な姿を浄鹿にされたのね。そ
して高校生の時にアイツのしゃべり方は『オカマ』だっていわれて話せな
くなったの。アメリカに来て 30 年経って、だいぶ昔の自分を取り戻した
けどね」。
私は「内向的になったんですね」といった。シンヤはいった。
「でも

は、

性格検査をしてもすごくめずらしくて、はっきりした結果が出ないんだ。
それにその質問の意図がわかってしまうから、あえて自分と反対な答え
を選んだりしてる。何回か心理カウンセリングにいったけど、並みのカ
ウンセラーじゃ

の相手はできないよ。だってカウンセラーよりわかっ

てしまうんだもん。何人かすごい人がいたけどね。逆にこっちがカウン
セリングをするくらいだもん」。
「でももう疲れちゃった。うん。実は父が認知症になってね。それで最
後は看てあげたいと思ってる。それにね。うちは家族みんな知ってるん
だ

シンヤの家族はシンヤのセクシュアリティについて知っている 。だ

からアメリカにいる必要がないんだよね」。
私はいった。
「確かに帰っても理解してくれる人がいるわけですよね」。
「もちろん周りの友だちは、アメリカと日本をいったり来たりする人も
いるよ。でもお金ないし、車も売り払ったし、なによりシングルだしね。
他の人たちにはアメリカ人のパートナーがいるからね。後悔するかなっ
て思うんだ。でも後悔っていう経験をしにいくんだ。しない後悔よりずっ
といいでしょ

私に尋ねるように 」。

シンヤは日本に対しての複雑な思いを私に物語った。私は、日本に帰りた
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いと何度も語りながら、なかなか踏み出さない彼に対して

立ってもいた。

しかし同時に私は日本と米国のはざまで揺れる彼に対して強く共感してもい
た。彼の日本に対する複雑な心持ちは、私の彼に対する印象に「投影」された
ようだった。
上記の「シングル」
「パートナー」ということばのように、シンヤは私にしば
しば緅愛の話を語り、しばしばそれを日本への帰国希望の理由に位置付けた。
今回インタビューをした 8 名のゲイの中で結婚経験のない独身者はシンヤの
みだった。この点が彼の他のインタビュー協力者と異なる点の二点目だった。
緅愛についての話は今回他のインタビュー協力者によってしばしば語られた
話でもあった。
シンヤは他のインタビュー協力者同様緅愛を試みたが、文化の相違により
うまくいかなかったといった。彼は「日本人ゲイ」の緅愛相手を探したが、緅
愛はなかなか上手くいかないといった。彼はある時「オープンリレーション
シップ」という関係の様式を批判した。米国に住むゲイたちの中には、特定の
パートナー以外のゲイと性的な行為を楽しむ者もいると彼は語り、その関係
について以下のように批判した。
「オープンリレーションシップ」のずるいなって思うのは、自分の欲しい
ものは全部欲しいんですよ。でしょ

尋ねるように 。

はアメリカ人の

彼氏がいるけど、若い子が彼氏としてほしいから若い子と付き合う。オー
プンで。ずるいじゃないですか。だってさ。一夫多妻制なんてさ。もう結
婚も認められたんだから、それに対して「オープンリレーションシップ」っ
ていうことばをゲイだけが許されるってそんなのおかしいよ。
「オープンリレーションシップ」は日本に住むゲイにもみられる。しかし彼に
とって「オープンリレーションシップ」は、米国におけるゲイたちの関係の様
式の代表として捉えているようだった。

2.2 ユウの物語／語り
次にユウの物語

語りを提示する。ユウの物語

語りの特徴は、インタ
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ビューを通してユウが私に対して自身をどのような存在として物語るか、ど
のような存在として立ち振る渢うかについて両義性をもっていることにある。
その両義性に着目しながらユウの物語

語りを読み進めてほしい。

ユウは 60 代のゲイだった。彼は小柄な身体に丸眼

をかけていた。彼はい

つもバリトンの声でゆったりと明經に私に話しかけた。彼の声や彼の立ち振
る渢いはいつも「大人な」落ち着きを緺し出しているようにみえた。確かに彼
はフィールドワーク中に私が知り合った人たちの中で、一位二位を争うほど
頭脳明

で教養に富んでいた。彼の頭脳明

さは教育・キャリア歴からも伺

えた。彼は日本で有数の男子校出身で有名な国立大学を卒業し、東京の企業
への就職ののち、カリフォルニア支侂への転属をきっかけとして来米したの
だった。
ユウと私の出会いは、私と何人かの「日本人ゲイ」との会食を通した集団イ
ンタビューの際に訪れた。私はその後ユウに対して個人インタビューを頼ん
だ。ユウは私を彼の自宅に招待した。その家は「

佪」だった。ユウは最初に

来た客人に対していつもそうするように自宅を案内した。玄関をくぐるとそ
こにはリビングルーム、ダイニングルーム、書

が 60 緶は下らないのではな

いかというほどの空間で続いていた。その家はもともとエンジニアで建築士
をしていた男性の持ち家だったそうだ。
ユウが私を自身の自宅に招待する理由として、80 代後半のジャックという
白人パートナーの存在があった。ジャックは非常に

やかで理知的な人だっ

たが、年齢による身体的な衰えには勝てないようだった。ジャックはインタ
ビュー中、私たちの声が聞こえているのか聞こえていないのかくらいの距離
で、槎除や片付けなどの作業を黙々としていた。この個人インタビューでユ
ウから聞くことになった物語の一つが、ジャックとの結婚の物語だった。ユ
ウはアジア系のゲイたちが集まる団体への参加を通してジャックと知り合っ
たと語った。彼はインタビューで結婚式の直前の様子についてまるで昔を懐
かしむように私に物語ってくれた。
高校生の

米国留学中 ときにホストペアレントだった親がいるわけです

よ。親にカミングアウトしてて、ジャックとかにも紹介しててすごく親
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しくしてたんだけど、その親に結婚することにしたって電話したんです
よ。何日に結婚するよって。そう、よかったわねっていってくれて。そ
うしたらね。結婚の前日かな、当日かな、にお花のアレンジメントが俶
いたの。お絭いにっていって。で、そのお花をボタンホールにさして式
に臨んだの。
ユウは高校時代に留学経験があった。その経験で浒った自身の英語力を生
かして、大学時代は新宿二丁目で外国人とよく交流していたとも物語った。
インタビューを終えると、ユウは私に世界各国の料理を振る渢ってくれた。
私は彼の作った料理とジャックの選んだワインに楸

を打ちながら、彼によ

る料理の材料や調理方法、料理の歴史についての解説を聞くのだった。彼は
食材や調理方法はその国の歴史や社会や文化を映し出すと私に語った。
以上のようなユウの一側面のみを切り取れば、ユウは米国で「成功」した「日
本人ゲイ」となるだろう。しかしながら彼は私に「日本人ゲイ」の差別にまつわ
る歴史についてよく物語った人物でもあった。
ユ ウ が 私 に 対 し て 教 え て く れ た こ と ば の 一 つ と し て「 ゲ イ 難 民（gay

refugee）」があった。彼はある時、自身が関わっている月一回のホームレスに
対する食事提供ボランティアについて物語った。
「ボランティアで興味深かっ
たことの一つに、ホームレスの子どもたちの LGBTQ の比率がとても高いこ
と。おそらくそのホームレスの団体に関わっている子どもたちの 4 割くらい
が LGBTQ だと思う」。
その時一緒にいた他の「日本人ゲイ」による「まるで『ゲイ難民』みたいです
ね」という感想にユウは

き、私に「ゲイ難民」ということばの意味を説明し

てくれた。それはもともと住んでいた国や地域の異性愛中心的な社会規範に
迎合することができず、他の国や地域に渡った

らざるをえなかった人びと

という意味だった。彼は以下のように語った。
とりあえずサンフランシスコに来ればなんとかなると思って多くの子ど
もたちが集まってくる。この前 Facebook でみたんだけれどね。一人の子
どもがカミングアウトしたら、親が高校を卒業したら家から出ていけと
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いったそうだよ。その家族はカリフォルニア州の決して田

に住んでい

るわけではないんだ。このご時世になってもそういう人がいる。
その話を聞いた後日行ったインタビューで、彼は自身の「ゲイ難民」性につ
いて語ってくれた。それは彼が日本の

行に勤めていた時代の「職場の付き合

い」に関する話だった。
就職した時は 1978 年。その時にそういう企業に入ったわけですよ。そし
たら同じ部署にタイに奉在員でいっていた方がいらっしゃって。
「タイな
んていいですよね」って

ユウが いったら、「日系企業ってご接待とか

多いんですよ」って。
「接待いくとまず女性のいるところにいって、その
日の連れになる女性を選ぶんだよ。で、その女性をそれぞれ連れてゴル
フにいって、ゴルフをしてお食事をして、その後はそこに戻ってその女
の方と楽しんで

性的な接待を受けて 終わるんだよ」って。私はそれを

聞いた時「お客さんの前で

ちょっとそういうのやりたくないです」とか、

「男の子の方がいいでしょ」なんていえないよねって感じで。これでこの
企業で私の将来どうなるわけって思ったもんね。
彼の来米のきっかけは女性差別的であり異性愛者であることを当たり前とす
る日本の企業文化に疑問をもったことだった。彼はその後、海外赴任で日本
からカリフォルニアにいくことを命じられたが、その時のことをラッキーだっ
たと振り返った。ユウの移動のきっかけの一つは、異性愛中心性を帯びる日
本から逃げることだったのである。
ユウは米国におけるアジア人に対する差別についても物語った。その物語
の一部を下に挙げる。
アメリカで人種差別的なことって結構最近まであったわけで。歴史の中
で。当然私が生きてる人生の中でも。

がその差別の対象にあったって

いうことはなかったんだけど、色々考えてみると私がアメリカに来る
ちょっと前までは、普通の白人の人たちが入るバーにアジア系の人たち
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はいかなかったりとか。やっとアジア系の人がいけるバーがロサン

ル

スにできてみんながいってたんだよっていうような話を私は聞いたこと
があって。私がロサン

ルスに住んでた頃には既にね、二

か三

くら

いアジア系の人たちが集まるバーがあって。でもね。普通のバーにも入
れないことはないんだけどいったってなんとなく、私はこっちで育った
アジア人じゃないのでそういうのって最初は意識がなかったんだけども、
ずうっとこっちで生まれ育ってきた人たちは、昔は偏見とか差別とかっ
て。だから普通のバーにいったって孤立しちゃうんだよ。でね、もうはっ
きりいってね。俐明人間になったみたいな感じがするんだって。誰もア
ジア系に興味がなかったりとか。仮にこっちからアプローチしたってだ
いたいもうリジェクトされるのはわかってるみたいな。
彼はインタビューの中で、アジア系のゲイたちが自身の問題に対して自身
で解決するためのグループを作っていったという歴史や、そのグループに自
身も関わっていたことについての物語を丁寧に教えてくれたのだった。
ユウは社会貢献に心を

いていた。彼の社会貢献は主にゲイの人たちや民

族的なマイノリティの人びとを対象としたグループに対して行われているよ
うだった。社会貢献という行為は、米国社会において「成功」を収めた者とし
ての義務的な側面もある。しかし彼による社会貢献は、その行為によってゲ
イに対するネガティブな印象を払拭するという目的があるように考えられた。

2.3 ヒロシの物語／語り
最後に提示するのは

ロシの物語

語りである。

ロシの物語

語りはど

のように物語るか、という点において他のインタビュー協力者と異なる特徴
をもつ。この点に着目しながら
ロシは 60 代のゲイで海

ロシの物語

語りを読んでほしい。

いの街で美容室を開いていた。

ロシの職業は

他のインタビュー協力者と異なっていた。彼は唯一自営業を営んでいた。
ロシを知った方法も他のインタビュー協力者とは異なっていた。私は彼
を「日本人」が多く集まる教会で知り合った女性を通して知った。その女性は
彼に涄を切ってもらっているようだった。私は彼とメッセージでやり取りを
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行ったが、メッセージをやり取りしているうちに彼の面白さについて理解し
た。彼は自身が映っている写真を私に送ってきた。その写真はおそらく侂の
宣伝写真のようだった。

を着て右手を広げた男性と金色の着物を着た女性

が笑顔で写真に写り、彼がその前で、右手で身体を支えながら横向きに縐て
いた。べっ

色の

にクリーム色の

が印象的な眼

や

と

マークに LIVE と書かれたプリントのあるエプロンを着て、
まで上げ

骨、ハート

手を顔の位置

をみせながら笑う彼の姿は、まるで教育番組の司会者のようにも

みえたし、私がイメージする美容に関する職業に就く「ゲイ」そのものにもみ
えた。
もう一点、

ロシが他のインタビュー協力者と異なる点があった。それは

彼がユウたちの参加する会に参加していない点だった。

ロシはあまり「日本

人ゲイ」たちと積極的な交流を希望していないようにみえた。私は前述のユウ
に対して、

ロシのことを知っているか尋ねたことがあった。ユウは

ロシ

の存在を知っていたが、彼について積極的に語ろうとはしなかった。両者の
あいだには「みえない壁」があるようにさえ思えた。
大きな槜から海を見渡せる美容室で、

ロシは私の涄を切りながらこれま

での人生について物語った。しかし彼の物語は、ユウとシンヤによる物語と
まったく異なっているような印象を受けた。なぜならば彼の語り方は語るこ
とを

うような間や、考えながら話すというような話のスピードの緩急を

含んでいなかったからだった。彼は自身の物語を一気に話した。そのあまり
に流れるような語り方に、私は彼がその物語を自身の経験から
るような感触すらえた。しかしそれでも彼の物語
涄を切る

がサクサクと調子を取り、私はまるで

をみているような

離させてい

語りは面白かった。私の
ロシによる「小涋」や「演劇」

覚をえた。

ロシは東京で生まれた。彼の初めての性的な経験は 4 歳の時に近所の男
性とだった。紶乱で紅物中毒だった父親は幼い

ロシに性的ないたずらをし

た。 ロシの母親は暴力を振るう父親から逃げるため
越した。母親は「水商売」の仕事に就いたため、

ロシと妹を連れて引っ

ロシは幼い妹の面倒をみて

夜を過ごしたと語った。
ロシは学生時代女性から「モテた」。しかし

ロシは男性にしか興味がな
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かったという。たくさんの男子同級生や先輩、先生とも性的な関係をもった
といった。彼は高校生の時、母親に「ゲイ」が読む雑誌をみつけられてしまっ
たときのことをこのように振り返った。
この雑誌お母ちゃん全部読んじゃった。男の絖は載ってるし男同士の緅
愛の話もいっぱい載ってるけど、お前男が好きなのか

尋ねるように 。

黙っちゃったんだ。やっぱり悪いと思って。そしたらおかあちゃん。私ね、
男大好き、って。男なしでは生きていけないわって。その男なしでは生
きていけないお母ちゃんの息子が、男が好きなのは不思議じゃないじゃ
ない 諭すように
母親は

って。

ロシを自衛隊に勤めるゲイカップルの家へ連れていき、彼は男性

を好きになるのが自分だけでないことを知った。彼はその後新宿二丁目の存
在を知り通うようにもなった。彼は自衛隊で働く中で、多くの隊員や教官と
性的な関係をもったことを自

げに語った。

自衛隊にいた時はすごい思いっきりモテて。もう人間関係だけでも男関
係 300 人ぐらいとヤッた

性的な行為をした のかなあ。だってアタシは

もうその頃可愛かったし女性っ
いうと「やってくれ」って

いところもあったし、それでちょっと

相手は ジッパー降ろすからね。それでジッ

パー降ろしてイッた 射精した 後、いきなりギルティになるわけだ。
「あ
れー」って「やべえ」って。
「

ゲイじゃないよ」って。だから「わかった。じゃ

あいいんじゃない。別にもう終わりにしよう」っていうけど、一度味し
めちゃうと「頼むよ」ってまた来るの。
自衛隊を辞め美容系の学校に通った

ロシは、タレントの専属スタイリス

トとしてテレビ局等で働くことになった。彼はそこで成功を収めた。
「思いっ
きり売れ始めて。それで面白いくらいお金

げるから。バブルだったし。月

300 万くらい げるから。車もベンツに乗ってイッセイミヤケの服全部買っ
て」。彼は絶頂期の時ドイツ人と知り合った。
「自分の人生って一体なんだっ
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たんだって急にその時思った。このまま死んでしまってゲイを

していくの

であれば未知の世界にいってみようって思ってアメリカにやってきたの」。
私たちは場所を変え

ロシの自宅で話をした。彼の一

家は

の中腹にあっ

た。それは彼とパートナーが二人で住むには大きすぎる家のようにみえた。
「私の人生ってものすごく面白くて。すごい不思議なことがやっぱりおきる
人だったの昔から」。

ロシは自衛隊を辞めた後、役者になろうとして借金を

作ってしまったこと、借金返済のため男性相手に性的なサービスを行う侂で
働いたこと、知り合った「ケチな」ドイツ人のボーイフレンドの話など、これ
まで語らなかったことを語ってくれた。
ロシは来米後、ドイツ人のボーイフレンドと一緒にサンフランシスコに
住みながら美容学校に通った。しかしボーイフレンドは死んでしまった。彼
は遺産をめぐりボーイフレンドの親族と争ったが、ビザの期限切れについて
密告されてしまい刑務所に入った。彼が弁護士に刑務所から出る方法を尋ね
ると、投資ビザの取得をアドバイスされた。彼はビザを得るため美容室を開
いた。
「大当たり。サンフランシスコで3本指に入るくらい。ビジネスパートナー
のエリックがいて。9 人スタッフがいて。ボーイフレンドもできて。40 代の
アタシって全盛期だった」。
「全盛期」だった

ロシに転機が訪れた。ビザの書き換えのために日本に戻っ

た際、更新を拒否されてしまったのだった。彼を米国に呼び戻そうと必死に
なったのはビジネスパートナーのエリックだった。エリックは

ロシのこと

が「大好き」だった。しかしエリックはカトリック教徒だったため結婚するこ
とはなかったそうだ。

ロシは米国にいく方法を模

し、

州から来た「サイ

キック」の「心綻治療」を受けた。
入口入った絸間に私気絶しちゃったの。ゲッて。気絶してやっと起き上
がって目開けたらね。その教榵様が目の前にいて、帰れるからってその
一言。帰れるからって。何もいってないんだよ。質問もしてないし。入
り口で倒れちゃったから。帰れるからっていわれて。それでああ帰れる
んだって思って。じゃあ私帰るっていってチケット買って。それで飛行
機の中でディナイドされて拒否されたりとかっていうことも全部記入し
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て。一か八かで帰ってこようと思って入ってきました。それで弁護士は
外で待ってて。普通は強制送還されるんだって。だけど入ってきたらた
またまいい人に当たってて。
「わかった」って「ほんとは
んだけどって、

どうも

ね、入れない

ついてるようにみえないしって。どうしても

そのお侂の事後処理とかしないといけないから帰ってきたんでしょう。
入りなさい」って。それで入れた 入国できた の。
ロシは、しばしばこのような人知を超えた力の存在について物語った。彼
は美容室の物件や今住んでいる家も「サイキック」への相談の上決めたとイン
タビューで語っていた。
エリックは

ロシの人生において重要な存在だった。米国に再入国した彼

はボーイフレンドに別れを告げられてしまった。彼はサンフランシスコの家
を売り女性と結婚し永住ビザを取得した。離婚した

ロシはゲイのパートナー

をみつけて結婚した。
「エリックもうすごい喜んでくれて。エリックがずっと
私の面倒みてくれて。もう親みたいにしてくれて」。しかしエリックはパーキ
ンソン病になってしまった。

ロシは懸命に看病した。

私は毎日彼の家まで介護に通っていて。私はうちの夌倈とコンドに住ん
でたんだけど。もう通うの大変だからエリックに家を売ってっていって。
私たちの家も売るから、一緒に住もうっていってこの家を 3 年前に買っ
たの。
ロシはパートナーとエリックの三人で一緒に住みエリックが亡くなるまで
看病したと語った。現在

ロシはエリックが亡くなり広くなったスペースを

人に間壗ししているという。

ロシはどん底の時必ず誰かが助けてくれるこ

と、「カミサマ」は人の形をした人間として現れることを語り、そのために見
返りを求めずに人にいろいろなことをしているのだと語った。
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3. 物語／語りの分析
本総ではシンヤ、ユウ、
語

ロシの物語

語りを分析する。まずシンヤの物

語りが先行研究により指摘されてきた「日本人ゲイ」に関する物語と多く

の点で重なること、シンヤにとっての自身の理想とする物語が規範となりシ
ンヤに影響を与えている点について指摘する。次にユウと
りに着目し、ユウと

ロシの物語

語

ロシの物語に観察される両義性や矛盾について分析し

たい。

3.1 物語／語りにみられる規範
シンヤによって語られた物語

語りは、既存の研究が明らかにしてきた日

本における異性愛中心性と、日本社会と米国社会のはざまで試行
ら生活するゲイについての物語

しなが

語りと多分に重なり合う。

シンヤは学生時代に経験した自身の「オカマ」のような話し方に対する
の結果、失語的な状況に追い込まれた自身の経験について物語る。
「オカマ」
が日本社会においてゲイに対する

称として用いられてきた点は、既に多く

の史料や文献で指摘されてきた。これらの経験がシンヤの来米のきっかけの
一つとなったことが考えられるだろう。
シンヤの今現在日本に帰るかどうか思案しているという語りは、日本社会
と米国社会のはざまにいるシンヤの姿を映し出しているといえるだろう。日
本は本来学生時代のいじめを受けた経験によりシンヤにとって飛び出したい
場所だったはずであるものの、現在は親の介護と「看取り」を理由として帰る
べき場所へと変わっている。シンヤがこの相反する話をほぼ続けざまに語っ
ているのが特徴的である。この相反する物語

語りは、シンヤの日本に対す

る両極な感情とその揺れ動きを表しているように考えられる。
シンヤは日本同様、米国に対しても両極な感情を抱いているように考えら
える。シンヤにとって米国は「昔の自分」を取り戻すための目指すべき場所だっ
たはずである。しかし現在のシンヤは米国に対して批判的である。それは私
のサンフランシスコ・ベイエリアという研究場所の設定に対する批判や、米
国のゲイたちのあいだにみられる親密な関係性の一様式に対する批判から推
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測できる。
シンヤが日本に帰りたい理由としてパートナーの不在を挙げている点は着
目すべきである。パートナーの話題は他の「日本人ゲイ」たちとの共通の話題
となりうる。パートナーがいないことそれ自体と、パートナーの話を他のゲ
イと共有できないことは、シンヤが米国に居続ける決意を揺るがせる大きな
ことがらであるように考えられる。
しかしそれ以上にパートナーの不在が、他者との比較に基づくシンヤ自身
の「価値下げ」につながっているのではないか、という点を示唆しておきたい。
シンヤはおそらく米国で「本当の自分」を取り戻し、パートナーを作り幸せに
暮らすという一つの理想ないし、一つの理想的な物語を有していたのではな
いだろうか。この理想は、米国での生活における活力ともなりうるが、同時
に自らを「浰る」規範にもなりうる。規範化された物語について家族療法を専
門とするホワイトとエプストンは「ドミナント・ストーリー」ということばで
説明する。ホワイトとエプストンは、「ドミナント・ストーリー」からクライ
エントを「引き離し」、問題を「外在化」させることによって、「ドミナント・ス
トーリーの読みからは導き出されなかった側面を同定」していくことが必要だ
と述べた（ホワイト

エプストン 2017: 53-57）
。

自身の被差別経験やパートナーの不在に関する物語は、シンヤにとって大
きなことがらであるように思われる。この物語はシンヤにとって「ドミナント・
ストーリー」化しているといえるのではないだろうか。しかしながら本研究は
「ドミナント・ストーリー」を発見することが主な目的ではない。本研究はむ
しろシンヤがどのように語ることを通してその規範と付き合っているのかに
着目する。シンヤは日本に帰ることについて「後悔するかなって思うんだ。で
も後悔っていう経験をしにいくんだ。しない後悔よりずっといいでしょ」と語
る。シンヤのこの語りは、日本への「帰国」の意思を自らの意思として物語る
ことにより、自身の人生を自らの意思で生きていこうとしていることを自身
と他者に示すという意味があるように考えられる。

3.2「ズラシ」と「外し」
シンヤの物語

語りは日本における異性愛中心性と日本社会と米国社会の
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はざまで生活する「日本人ゲイ」に関する語りのあり方を倦実に示している。
ユウと

ロシの物語

語りにおいてもこのような物語

語りは観察できる。

ユウが語った日本企業における話は直接的な差別とはいえないかもしれな
いものの、異性愛中心性を指摘するには十分な例である。またバーについて
の話は、当時の米国における「日本人」
・日系の性的マイノリティが置かれて
いた被差別的状況を映し出すだろう。

ロシの話は日本から米国に渡った者

たちが経験する居住権に関する問題を明らかにする。両者は日本社会と米国
社会のはざまで試行

を経て、今の暮らしを手に入れたのだろう。

しかしユウとシンヤの物語

語りの特徴は、むしろ自身をただ単に性的マ

イノリティ性、人種・民族的マイノリティ性を抱えた被差別的な存在のみと
して物語らない点にある。
ユウの物語

語りの特徴は、一方で自身やアジア系ゲイの置かれている「ゲ

イ難民」的状況について語りながら、他方で自身の「成功」に関する物語や立
ち振る渢いを行っている点にある。ユウがアジア系の性的マイノリティのバー
における話を物語る際、
「

が差別にあったっていうことはなかったんだけど」

や「私はこっちで育ったアジア人じゃないので、最初は意識がなかったんだけ
ども」のように自身の経験そのものとして物語らないようにしていることは印
象的である。
すなわちユウは物語

語りや立ち振る渢いを通して、自身を単に性的マイ

ノリティ性と人種・民族的マイノリティ性という二つのマイノリティ性によ
り抑圧されているという存在から微妙に「ズラシ」た存在として表象しようと
していると考えられないだろうか。この「ズラシ」は、ユウが私に対して二つ
のマイノリティ性を抱えながら現状の暮らしを勝ち取ったことを誇示するた
めと考えることもできるし、ユウが自身の経験と他の「日本人ゲイ」や日系人
ゲイたちの経験を比較した上で、自身の経験をそこまで大変でなかったと評
価しているからとも考えられるだろう。
しかしそれ以上に、ユウが同じ「日本人ゲイ」である私に対して物語ってい
ることがユウの「ズラシ」と関係しているのではないだろうか。ユウは私に対
して極めて丁寧に接し、また過去の歴史を丁寧に物語った。ユウは「日本人ゲ
イ」である私に対して自身を一つの「ロールモデル」として提示しようとした
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のではないだろうか。
ロシの物語
といえるだろう。

語りは、物語と語り方という二つの面で矛盾を含んでいる
ロシの幼少期の父親からの性的な「

待」の話や、母親の

代わりに妹の世話をする話、米国への突然の入国拒否に関する話などは、極
めて「悲

」な経験とも捉えられる。しかし

ロシはよどみなく話すこと、性

的な話を混ぜることなど話し方を工夫することによって、自身の物語を「悲
」な物語として提示しないようにしていると考察できる。すなわち
自身の物語に

ロシは、

った語りのモードから、あえて「外し」たモードで物語ってい

るように考えられる。
ロシの物語

語りにおける「外し」は棾い経験に対する一種の防衛機制的

な反応とも考察できるだろうが、私はこの物語

語りのもつ別の意味を考察

したい。それはユウが自らを単なる被差別的な存在として表象することに対
する「抵抗」としての意味である。

ロシが「日本人ゲイ」たちのグループに積

極的に参加しないのは、被差別的な存在としてしばしば語られる「日本人ゲイ」
とは異なった存在として自身を位置付けたいという希望からではないだろう
か。
このような実践は人類学者の田中雅一（2010）が述べるような「パヴァート」
的振る渢い 5 や、自身がゲイであり評論家である渫見憲明（2004）が述べるよ
うな「キャンピィ」的振る渢い 6、サンフランシスコ・ベイエリアで行われてい
る「ドラァグ」7 と近しい性質をもつだろう。これらに共通していることは被
差別的な存在として他者に名づけられたレッテルを自らの表象を通して
することである。

ロシの物語

乱

語りにみられる「ズレ」は自身の語る実践を

通して「日本人ゲイ」に対するイメージを変化させるための「戦略」と考えられ
る。
ユウと

ロシは「ズラシ」や「外し」などの要素を用いながら物語る。この

ことから両者は自身の表象について非常に敏感な人物であるように考えられ
る。自己の表象に対する

さは、おそらく米国で生活していくなかで浒われた、

また浒わざるをえなかった「戦略」的要素だと考えられる。これは逆説的に自
身がいつも眼差される対象であること、すなわち周

的な存在であることと

無関係ではないように考えられる。
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４．本研究のまとめと限界
本研究は、米国に住む「日本人ゲイ」が性的マイノリティ性と人種・民族的
マイノリティ性をどのように経験してきたのかについて、語る内容のみなら
ず、いかにして物語るかという点への着目に基づく記述により明らかにする
ことを目的とした。
「日本人ゲイ」により語られる物語には日本でのゲイに対する差別の語りや、
異性愛中心的な日本社会についての語り、米国と日本のどちらに住み続ける
のかに関する語りを含む。これらの語りは先行研究がこれまで指摘してきた
点と多分に重なり合う。米国に住む「日本人ゲイ」は、性的マイノリティ性と
人種・民族的マイノリティ性という二つのマイノリティ性をかかえながら日
本社会と米国社会のはざまで試行

しながら生活を営んでいるといえるだ

ろう。
また「日本人ゲイ」たちがいかに物語るのかに着目すると両義性や矛盾も観
察できる。これらの物語

語りは語る者にとっての特別な意味や役割をもつ

ように考えられる。それは時に性的マイノリティ性、人種・民族的マイノリティ
性をかかえながら日本と米国で生きてきた自身を提示する役割であり、自身
を単なる社会における被抑圧的な存在として物語ることに対する「抵抗」とし
ての「戦略」的な役割である。
本研究の限界として三点を提示したい。一つ目は今回の研究が主に一対一
のインタビューのみに着目したことである。ゲイたちはしばしば集会などで
物語

語りを語り合うことがある。集団での物語

語られる物語

語りの実践になったとき、

語りの内容や形式は変化するのだろうか。それはどのように

共有されどのような意味をもつのだろうか。この点に着目することは有意義
だと考えられる。
二つ目は研究対象をゲイのみに絞ってしまったことである。近年とりわけ
米国では性的マイノリティをまとめて捉えようとする動きが顕著にみられる。
しかしながら同時に性的マイノリティをひとまとめにできるのか、してよい
のか、という批判もみられる。性的マイノリティを研究対象とした場合、ど
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のような物語

語りが共有され、どのような物語

語りが共有されないのか、

という点に着目することは有意義だろう。
三つ目はいくつかのテーマについての物語

語りについて十分に提示でき

なかったことがある。その一つは同性婚に関する物語
タビューにおいて同性婚に関する物語

語りである。本イン

語りはみられたのだが、別稿で詳細

に述べたいと考え、今回の主となる記述からあえて外した。もう一つは HIV
エイズに関する物語
協力者が、HIV

語りである。本研究において何人かのインタビュー

エイズで亡くなった知り合いの話についての片綧を物語っ

た。しかし私は、語ることがインタビュー協力者にとっての棾い経験を想起
するきっかけになるのではないかと危惧し、深く聞くことを避けてしまった。

HIV

エイズの問題は米国に住むゲイにとって大きな影響を与えた問題でも

あり「日本人ゲイ」にとっても大きな影響を与えている可能性が高い。この点
に着目することを今後の課題としたい。
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注
1

サンフランシスコ市の家奶は 2021 年 3 月現在、1 ベッドルームの部屋の中央値が 2650US
ドルと全米で最も高い（Gerstein 2021）
。

2

アジア人という人種の定義自体が非常に曖昧である点を指摘しておきたい。またネイティ
ブハワイアンもしくは太平洋諸島地域もひとまとめにされている。この点に個別性をひと
くくりにしてしまう暴力性や彼らの周

3

性について指摘できる。

人種割合のパーセンテージが全体で 100％を超えるのは、国勢調査の方法が人種を自己認
識に基づくものとして捉え、一つ以上の選択

を選ぶことを認めているからである。オー

クランド市の人種割合のパーセンテージも同様である。
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4

サンフランシスコの例ではないものの、これらの活動の一例としてエイミー・スエヨシ、
スタン・ヨギ企画、花

吾早子和訳の J-Sei による性的マイノリティ性をもつ日系米国人達

の歴史を取り上げたオンライン企画展『明界と紘界』がある。企画展は日本から米国に渡っ
た同性愛や異性槦に対して比較的

容だった日系人たちが、1930 年以降次第に同性愛を逸

脱したものとして捉えるようになっていく歴史的変榜を描いている（J-Sei 2020）。

5

「パヴァート」のもつ可能性については田中が論じている。田中は 1972 年のルー・リードに
よる「ワイルド・サイドを歩け」という

を引用し、「裏街道」＝「ワイルド・サイド」を「性

的存在としての人間」＝「パヴァート」がいる場所や場面と定義付ける。
「パヴァート」につ
いて田中はクィアの概念と近しいと言及しながら、「パヴァート」のもつ「支配される側（マ
イノリティ）が支配する側の世界を

乱し揺るがす力」について指摘する（田中 2010: 215-

218）。
6

渫見憲明は、論考集『ゲイという経験』
（2004）の「キャンピィ感覚」
（このエッセイ集は単独
で書籍化もされている）というエッセイ集の部分において「キャンピィ」的な生き方につい
て「キャンピィ」的な書き方を実践することを通して提示した。渫見は「自己紹介のキャン
ピィ」という小節の中で、依存症の人たちが集まるイベントに参加した際に自分史を語っ
たことを述べる。渫見は自身のマイノリティとしてのストーリーについて笑いを入れな
がら語ったという。
「考えてみれば、その時会場に集まっていたのは、アディクションを
もった連中やゲイやレズビアン、その他諸々のハズレモノばかりだった。そんな中でひ
とり

くなったって、誰も同情してくれないもんね。お互いの傷をなめ合うというより

は、傷口に

を塗りたくる遊びを楽しんでしまう方がずっといい。

中略

だから、出会

いの場で求められる自己表現のキャンピィは、自分の商品価値や自信を伝えることではな
く、弱点をウリにさえできる茶目っ気なのだ。弱さを共有していることがベースになって
いるつながりならば、意味のない

侓や

争心を持たずにお互いを尊重できるし、プラス

の面をより認められる。なによりも関係の中で自然体の自分でいることが許される（渫見

2004:511）」。 ロシの語り方は、渫見のいう「キャンピィ」的な振る渢いと多分に重なり合
うだろう。

7

パフォーマティビティの一例としての「ドラァグ」に着目したのがジュディス・バトラーで
ある（Butler 1993）。サンフランシスコ・ベイエリアにおいても「ドラァグ」な実践は様々な
場所で観察される。その一つが The sisters of Perpetual Indulgence の実践である。この団体
は 1979 年に始まった（The sisters of Perpetual Indulgence n.a.）。団体の特徴はシスターの格
好をし、派手な白塗りの化緑に淗を生やしているメンバーたちの姿にある。彼らはボラン
ティア活動やファンドレイジングに積極的に参加し、祭りやイベントに参加するなかで観
客を楽しませる（The sisters of Perpetual Indulgence n.a.）。この実践は、ゲイに対して批判
的なキリスト教を

する取り組みであると同時に、男性と女性という二分法をあやふや

にさせゲイたちの社会的なイメージを塗り壐える戦略的取り組みともいえるだろう。

参考文献
日本語文献

未来共創 第 8 号（2021）

27

田中雅一

2010 『紏しとイヤラシ エロスの文化人類学』東京：头 書 。
バトラー、ジュディス

1999 『ジェンダー・トラブル フェミニズムとアイデンティティの 乱』夳村和子訳、東
京：楗土社。
渫見憲明

2004 『ゲイという 経験 増補版』東京：ポット社。
プラマー、ケン

1998 『セクシュアル・ストーリーの時代 語りのポリティクス』 井厚・好井裕明・小林
多紻子訳、東京：新曜社。
ホワイト、マイケル

エプストン、デイヴィッド

2017 『物語としての家族 新訳版』小森康永訳、東京：金剛出版。
森山至貴

2017 『LGBT を読み解く クィア・スタディーズ入門』東京：头 書 。
英語文献

Butler, Judith
1993 Critically queer. GLQ, 1(1), pp.17-32.
Eguchi, Shinsuke
2011 Cross-national identity transformation: Becoming a gay ʻAsian-American’ man. Sexuality
& Culture, 15. pp.19-40.
2014 Ongoing cross-national identity transformation: Living on the queer Japan-U.S.
transnational borderland. Sexuality & Culture, 18, pp.977-993.
Han, Cs
2015 Geisha of a different kind: Race and sexuality in Gaysian America. New York: New York
University Press.
Han, Cs. Proctor, K. & Choi, KH
2014 I know a lot of gay Asian men who are actually tops: Managing and negotiating gay
racial stigma. Sexuality & Culture, 18, pp.219–234.
Hanafusa, Asako
2020 Queer dreams versus reality for Japanese migrants to the U.S. [Unpublished master's thesis].
San Francisco State University.
Hirano, Kunisuke
2014 In search of dreams: Narratives of Japanese gay men on migration to the United States.
Campos, M S., Goh, J.N. and Quero, H.C. (eds.) Queering Migrations Towards, From,
and Beyond Asia. pp.77-97. Palgrave Macmillan.

冨安｜米国に住む「日本人ゲイ」により語られる物語／語りに関する研究

28

Strayhorn, T.L. & Tillman-Kelly, D.L
2013 Queering masculinity: Manhood and black gay men in college. Spectrum: A Journal on
Black Men, 1(2), pp.83-110.
Tamagawa, Masami
2020 Japanese LGBT diasporas -Gender, immigration policy and diverse experiences. Palgrave
Pivot.
Web サイト

Gerstein, Neil
2021 Zumper National Rent Report: March 2021. https://www.zumper.com/blog/rental-pricedata/（2021/2/26 アクセス）
J-Sei
2020 「明界と紘界」https://www.seenandunseen.net/japanese（2021/2/28 アクセス）
The sisters of Perpetual Indulgence
n.a. Sistory. https://www.thesisters.org/sistory（2020/10/28 アクセス）
n.a. What it takes to be a Sister of Perpetual Indulgence. https://www.thesisters.org/become-anun（2021/2/26 アクセス）
Sueyoshi, Amy
2016 Breathing Fire: Remembering Asian Pacific Islander Activism in Queer History.
Springate, Megan E(eds.). LGBTQ America: A Theme Study of Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, and Queer History . Chapter11. Washington, D.C.: National Park
Foundation. https://www.nps.gov/subjects/tellingallamericansstories/lgbtqthemestudy.
htm.（2021/3/6 アクセス）
United State Census Bureau
2019a QuickFacts San Francisco city, California. https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/
sanfranciscocitycalifornia/PST045219（2021/2/26 アクセス）
2019b QuickFacts Oakland city, California. https://www.census.gov/quickfacts/oaklandcitycalifornia
（2021/2/26 アクセス）

未来共創 第 8 号（2021）

29

RESEARCH ARTICLE

A study on narratives by“Japanese gays” living in the
U.S. : How do they represent sexual minority-ness
and racial/ethnic minority-ness in their narratives?
Hiroyuki TOMIYASU
Abstract

Previous studies on "Japanese gays" living in the United States have illustrated
the intersectional problems of sexuality and race/ethnicity leading to discrimination and
oppression. These problems appear in complexity in their narratives. The purpose of this
study is to examine how "Japanese gays" represent sexual minority-ness and racial/ethnic
minority-ness through their respective narratives, and to explore what these various narratives
mean for them. The researcher conducted fieldwork in 2018 and 2019 for over eight months
in San Francisco Bay Area, California, in addition to various interviews with 8 "Japanese gay"
participants between the ages of 30s to 60s years old. Most of them are married or previously
married to a same-sex partner.
In this article, we can examine three narratives on heterosexism; dealing with a
childhood bullying experience in Japan, Japanese workplace heterosexism, and uncertainty
on whether to stay in the United States or go back to Japan. As previous studies pointed out,
these narratives substantially confirm some of the "Japanese gays" intersectional problems
related to sex and race/ethnicity, especially when one focuses on their sexual or racial/ethnic
minority-ness. However, these stories sometimes work as norms.
Furthermore, the narratives also contain ambivalence and contradictions. For
example, one interviewee tried to present his image as successful in life, but explaining socially
discriminated. The other interviewee narrated harsh stories about his childhood cheerfully.
This study analyzed the meaning of such ambivalence or contradiction in the respective
narrative, which I call "zurashi" (shifting) or "hazushi" (out of tune). The researcher pointed
out that these elements relate self-representation.

Keywords : Gay, Japanese living in the United States, narratives, minorities
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論文

性暴力被害とトラウマを再考する
新自由主義とポストフェミニズムの観点から

井上 瞳

要旨
本稿では、1980 年代以降アメリカで展開された心的外
傷後ストレス障害（PTSD）に関する言説を「トラウマの
PTSD モデル」と定義する。そのうえで、このモデルの特
徴を、トラウマ的出来事を経験した後も維持される自律した
個人という近代的主体観を基盤とすることと規定した。この

目次
1. 先行研究の検討
1.1 本稿における「トラウマの PTSD
モデル」の定義
1.2 「トラウマの PTSD モデル」と
性暴力被害

ような主体観という視座から、性暴力被害と回復をめぐる日

2. 日本の精神医学・心理学における
性暴力被害をめぐる言説の検討

本の精神医学・心理学領域の研究を検討することで、これら

2.1 性暴力被害はどのように捉えら

の研究が、自身の情動や認知、行動をマネジメントする近代
的主体観にもとづいていることを指摘した。最後に、現代の
女性をとりまく社会状況である新自由主義とポストフェミニ
ズムという文脈の中で、日本の精神医学・心理学領域におけ
る性暴力被害と回復をめぐる言説を分析した。その結果、
「ト
ラウマの PTSD モデル」は、
個人の自律性に着目することで、
性暴力被害者に回復の道を提示するが、現代社会においては、
レジリエントな主体であることを是とする規範として作用す
るおそれがある点を指摘した。

れてきたか
2.2 性暴力被害からの回復はどのよ
うに捉えられてきたか

3. 課題の検討
3.1 「トラウマの PTSD モデル」とレ
ジリエンス
3.2 理 想 的な女 性像 ―― 新自由主
義とポストフェミニズム
3.3 現代の日本における性暴力被害
と回復

まとめと今後の課題

キーワード
トラウマ
性暴力
レジリエンス
新自由主義
ポストフェミニズム
大阪大学大学院人間科学研究科；u337703k@ecs.osaka-u.ac.jp
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はじめに

2006 年、アメリカの市民活動家タラナ・バーグによって始まった #Metoo は、
世界的に大きな反響を呼んだ。この運動は、性暴力被害者がみずからの言葉
で語る流れを作った。日本においても、2019 年には、相次ぐ性暴力事件の無
罪判決を受け、作家北原みのりたちが性暴力に抗議するフラワーデモ（フラ
ワーデモ編 2020）をスタートさせ、全国 47 都道府県で行われるまでとなった。
また 2000 年代、2010 年代には、性暴力被害者による手記が数多く出版され
ている（

積 1994; 1999; 2004; 小林 2008; 中島 2013; 山本 2017; 伊藤 2017）。

このように日本では近年、性暴力被害者の声や語りに注目する機運は高ま
りつつあるが、PTSD の観点から性暴力被害者支援を行う精神医学・心理学の
領域においても、当事者のレジリエンスや回復に着目する流れが主流となっ
ている（小西 [2001] 2012; 白川 2004; 野坂 2019b; 宮地 2020）。さらに、性暴
力被害によるトラウマに効果があるされる心理療法や心理教育などは、被害
者の自律性にフォーカスし、トラウマに振り回されるのではなく、これを自
身の認知、情動、行動においてマネジメントできる感覚を再建することを目
指している。このように PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究は、自律性
に着目することで、被害者が自分の人生を切り開く道を提示してきた。そして、
このアプローチは一定の成果を上げている。ただ、こうした性暴力被害と回
復をめぐる一連の言説が、社会においてどのように機能するかという点につ
いては慎重に考察する必要があるだろう。
第一節では、こうした日本の性暴力被害研究の背景にある 1980 年代以降ア
メリカで発展した PTSD をめぐる言説を、精神分析におけるトラウマ論と区
別し「トラウマの PTSD モデル」と呼び、このモデルが前提とする主体観を検
討する。そのうえで、PTSD および性暴力被害をめぐる議論を考察する。第
二節では、PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究に視点を移し、そこで性
暴力被害と回復がどのように捉えられているのかを検討する。最後に第三節
では、そうした日本の性暴力被害研究を、女性をとりまく現代社会の現状に
置きなおし考察する。まず「レジリエンス」概念について考察し、次に新自由
主義、ポストフェミニズムの二つの観点から、性暴力被害と回復をめぐる言
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説を検討する。

1. 1． 先行研究の検討

1.1 本稿における「トラウマの PTSD モデル」の定義
性暴力被害者の苦しみや困難の原因をトラウマに求める見方は、19 世紀後
半ジークムント・フロイトの精神分析を原点とする（Freud 1895）。この見方
は第一次世界大戦以降、主にアメリカで戦俕帰還兵を対象として再整備され
（Kardiner 1941）
、1980 年アメリカ精神医学会による精神疾患の棼断統計マ
ニュアル（Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 3th edition text

version; DSM-3）に PTSD（Post Traumatic Stress Disorder; 心的外傷後ストレ
ス障害）として正式に採用された（American Psychiatric Association 1980）。現
在まで続く性暴力を PTSD の観点から捉える議論は、この流れの中で生まれた。
また、1960 年代よりアメリカで始まった第二波フェミニズム運動は、女
性の抱える困難を心理学的症状として議論する素地を準備し（Friedan 1963）、

1970 年代に入ると看護師バージェスと社会学者ホルムストロームが、レイプ
被害者の神経症状と戦俕帰還兵の神経症状との共通点を指摘し、これを「レ
イプ・トラウマ・シンドローム」と名付けた（Burgess & Holmstrom 1974）。次
いで、家庭内暴力の被害者については「被

打女性症

（battered woman

syndrome）」
（Walker 1979）、小児の性的 待被害者については「近親 経験者
（incest survivors）」
（Herman 1977）として、精神医学・心理学的議論が始まった。
ここからさらに 40 年後の 2013 年、アメリカ精神医学会による精神疾患
の統計棼断マニュアルの第 5 版（Diagnostic and statistical manual of mental

disorder. 5th edition text version; DSM-5）で、性暴力被害は正式に記載され
る に い た っ た（American Psychiatric Association 2013）。ま た、2018 年 に は
世界保健機関（World Health Organization; WHO）が作成する国際疾病分類
（International Statistical Classiﬁcation of Diseases and Related Health Problems.

11rd edition text version; ICD-11）において、C-PTSD（Complex post-traumatic
stress disorder; 複雑性心的外傷後ストレス障害）が採用され、長期反復的に事件
に浭される傾向のある性的

待についても棼断が可能となった。
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このように性暴力とトラウマをめぐる議論は、フロイトの精神分析を原点
としつつ、1960 年代の第二波フェミニズム運動をきっかけに、1970 年代以
降積極的な議論が始まった。そして 1980 年の DSM-3 の発表以降、主にアメ
リカの精神医学領域で PTSD 概念を

に議論が夵積されてきた。本稿はこの

点に着目し、1980 年代以降アメリカ精神医学領域で発展してきた PTSD に関
する言説を「トラウマの PTSD モデル」とする。もちろん、PTSD 概念は性暴
力被害者だけでなく、戦俕帰還兵や事故、災害、震災体験者を包括する。し
たがって、対象はさまざまであり、一様に一般化することはできない。ただ
ここでは、精神分析および社会学の領域で、これらの言説がフロイトの精神
分析理論と区別され、特徴付けられている点に着目したい。
現代の PTSD をめぐる言説の最大の特徴は、現在という時間性において、
私たちの意識の範囲に無意識を位置付ける点にある。すなわち、フロイトの
精神分析理論が、認識の外側で作用し続ける「一種の絶対的過去性」として無
意識を捉えたのに対し、現代の PTSD をめぐる言説は、1980 年 DSM-3 で発
表された「ポスト・トラウマティック・ストレス・ディスオーダー（PTSD）」
の「ポスト」という「時間指標」が示すように、過去と現在の因果的一貫性を前
提にすることで、現在において認識可能なものとして無意識を提示する（上尾

2018: 95）。
また、社会学の視点から精神分析を論じる

村愛子は、ドイツの歴史学者

ピーター・ゲイ（1988）やフランスの社会学者アラン・エーレンベルク（2010）
の議論を踏まえ、1970 年代以降のアメリカの心理学・精神分析を「精神分析
のアメリカ化」の産物であるとし、「フロイト理論はアメリカに導入されると
主体を「壊乱」するものである「無意識」の還元不可能性は消去され、無意識が
意識や理性に回収される心理学的イデオロギーとなった」と指摘している（
村 2011: 376）
。
このように主体がトラウマによって本質的に「壊乱」されるのではなく、む
しろ自律的な主体がトラウマを現在において回収しうるものとして捉える点
に、現代のアメリカ精神医学における PTSD をめぐる言説の特徴がある（Leys

2000; Radstone 2007; 直野 2018; 松嶋 2020）。ゆえに本稿は、「トラウマ的出
来事を経験してもなお維持される、自律的な個人という近代的主体観」を想定
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することを「トラウマの PTSD モデル」の特徴と定義する。

1.2 「トラウマの PTSD モデル」と性暴力被害
前節でみたように性暴力は 1970 年代以降 PTSD の文脈で議論が夵積されて
いるが、これは、両議論が、自律した個人という近代的主体観を共有するこ
とに由来する。つまり、はじめに自律性を備えた個人が存在し、トラウマ的
な事件や出来事がその枠組みにダメージを与えるという理解である。ただ、
「ト
ラウマの PTSD モデル」はトラウマによるダメージの深刻さを念頭に置いたう
えで、一方的にトラウマに「壊乱」されるのではなく、むしろ現在の症状とし
てこれを認識することのできる主体を想定する。たとえば、PTSD に高い効
果があるとされる数々の認知行動療法や心理療法は、こうした自律的な「認知」
へのアプローチを基盤とする（Foa & Kozak 1986; Shapiro 1989; Schauer et al.

2005; Cohen et al. 2012）。
性暴力は、第二波フェミニズムを背景にして 1970 年代に PTSD の文脈に登
場した。しかしそれ以前、女性が自身の性に関する事柄を口にすることはタ
ブーであった 1。アメリカの精神科医でありフェミニストであるジュディス・
ハーマンは当時の状況を次のように記す。
性生活あるいは家庭生活における体験を口にすれば、公衆の前で
を味わい、

られ、バカにされ、信用を失うもととなった。女性は

縉
渎

と大縉とによって口をつぐまされており、女性の沈黙によって性的およ
び家庭内の女性

取のあらゆる形態に

許が与えられていた。
（Herman

1992: 28 =2004: 38）
こうした状況において、自律した個人を基本的な主体観とする「トラウマ
の PTSD モデル」の果たした役割は大きい。まず、PTSD 概念はそれまで不可
視化されていた性暴力を「可視化」した（宮地 2020: 92）。つまり、人間をコン
トロール可能な「モノ」とする（Cahill 2009）ことで、個人の「自律性」を侵害す
る（Burgess 1983: 101）暴力として、性暴力を明確に提示したのである 2。実際、
性暴力が個人に及ぼす影響は甚大であり、アメリカの調査では、レイプによ
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る PTSD 発症率は女性 46％、男性 65％と戦俕体験と並ぶ発症率である（Kessler

et al. 1995）。また日本でも、臨床受棼した性的 待被害者 161 人のうち 64％
が PTSD の棼断を受けている（家族機能研究所 2000）。
ただこうした可視化は、女性が自律的な主体を有することを逆説的に示し
たともいえるだろう。なぜなら、前節でみたように、「トラウマの PTSD モデ
ル」は、トラウマとなる出来事を経験してもなお維持されるものとして、人間
の自律性を想定するからである。
こうした主体観は、現在でも広く性暴力被害の文脈で参照されているジュ
ディス・ハーマン『心的外傷と回復』
（1992）において、PTSD からの回復が「自
己統

の回復（restoring control）」
（Herman 1992: 159= 2004: 248）と位置付け

られていることにも表れている。もちろんここでの control は、性暴力にお
ける支配と同義ではなく、自分自身の身体や環境をマネジメントするという
意味合いである。つまり、PTSD を負った状態とはあくまで「思考や感情」が
マネジメントを外れた（out of control）状態であり（Herman 1992: 160= 2004:

248）、これは自律性を完全に失うことを意味しない。なぜなら、主体の自律
性を念頭に置くがゆえに、自分自身をマネジメントすること――セルフマネ
ジメント――に、回復の

を椭えることができるからである。

ハーマンはこのセルフマネジメントを

に、（1）安全の確保（2）想起と服槄

追侲（3）通常生活との再結合という 3 段階の回復論を構想しているが、なかで
も重要な役割を果たすのがトラウマ体験と対決しこれを自己に統合する第 2
段階である 3。つまり、トラウマはたしかに
性を

渎（horror）であり、主体の自律

かす。しかし、このようにトラウマは今確かに感じる感情であるがゆ

えに、主体は語りを通じ、これと「対決」し「体験の一部」にすることができる
（Herman 1992: 184-195= 2004: 288-306）
。
また、現代神経学の観点から回復論を展開する精神科医のヴァン・デア・コー
ク（2014）も、ハーマンと同様に、主体の自律性を強調する立場をとる。つまり、
トラウマとは情動のセルフマネジメントを司る脳領域の機能低下である。し
たがって、この機能の改善が「主体性（agency）」の回復につながる。その際用
いられる手法は「マインドフルネス佩減法」と呼ばれ、「自分の中で何が起こっ
ているかを感知する」情動の自己認識を通じ、「感覚や情動の主導権の獲得の
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仕方を学ぶこと」を目的とする（Van der Kolk 2014: 68=2017: 113）。このよう
にヴァン・デア・コークの議論も、トラウマを経験してもなお破壊を

れた「セ

ルフ」
（Schwartz 1995）を想定し、この「セルフ」が自身のマネジメントを担っ
ていく。
また、性暴力被害の PTSD 症状に対して実施される、代表的な認知行動療
法である「持続エクスポージャー療法（Prolonged Exposure Therapy; PE）」も、
基本的にはトラウマ体験について話すなかで、不安という情動の変化を「モニ
タリング」しつつ認知を修正する治療（金 2019）であり、ここにも自己が自己
に向かう自律の運動を見いだすことができる。
このように、「トラウマの PTSD モデル」の観点から性暴力被害を考察する
ことで、大きく分けて次の 2 点が浮かび上がった。
（1）性暴力は個人の自律
性への侵害であること、ただその際にも（2）自律性は完全には「壊乱」されず
維持されることである。なお、この点は、現在性暴力被害からの回復をめぐ
り、セルフマネジメントの論理が強調されることに表れている。つまり、回
復をめぐる言説は、セルフマネジメントを回復上必要なスキルとして提示す
る。これは別の角度からみれば、そのように自己をマネジメントできる自律
した主体が想定されているといえるだろう。

2. 日本の精神医学・心理学における性暴力被害をめぐる言説の検討

2.1 性暴力被害はどのように捉えられてきたか
日本の精神医学・心理学領域で、性暴力に関する研究が開始されたのは

1990 年代以降である。1990 年当初、アメリカで性暴力はすでに PTSD の文
脈で捉えられていた。そのため、これを受容した日本の精神医学・心理学は、
基本的に PTSD の観点から性暴力被害研究をすすめてきた。
ただ、こうした状況に対し、日本で早くから性暴力と PTSD の関連に着目
し議論を行ってきた精神科医の宮地尚子は次のように指摘している。
性暴力がどのように外傷的作用を及ぼすのかについては、いまのとこ
ろ決定版といえる説明はない。レイプ外傷症

の報告以来、すでに諸
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外国では性暴力と心的外傷について多くの優れた研究文献が存在し、理
論的保察を提示しているものもあるが、それぞれが微妙に違っていて、
共有された統一理論とはなっていない。回復に向けての支援に役立つ書
物も数あるが、これらも明確な理論にもとづいているわけではない。
（宮
地 [2005] 2011: 177）
宮地は PTSD にもとづく性暴力研究の状況をこのように説明している。と
はいえ、これまで提示されてきた数々の理論や心理療法が、性暴力被害とい
う事態の深刻さを明らかにし、回復の可能性を示してきたのも事実であろう。
本稿は精神医学・心理学的な臨床研究ではないため、宮地が問う性暴力がど
のようなトラウマ症状を及ぼすのかという点ではなく、PTSD にもとづく性
暴力被害研究がどのような「認識」をもっておしすすめられているかに着目し
たい 4。以下では、「トラウマの PTSD モデル」という観点から、PTSD にもと
づく日本の性暴力被害者研究における性暴力被害と回復をめぐる言説を検討
する。
では、性暴力被害がどのように捉えられてきたのかという点から見ていこ
う。まず、性暴力は「境界線」の侵害であることが強調される。心理学的な観
点から、藤岡と野坂は性暴力を一人一人が有する物理的境界線、心理的境界
線、社会的境界線という「個人の境界線」の侵害であると指摘する（藤岡 2016:

23; 野坂ら 2016 [2019]: 54）。また、宮地は医療人類学の観点から、被害時の
身体の物理的な近接性に着目する。宮地は、性暴力によりトラウマが身体境
界の内部に「刻印」されることで、自分自身がトラウマのトリガーになると指
摘する（宮地 2020: 81）。
以上の指摘を「トラウマの PTSD モデル」から考察した場合、次の二つの論
点を導くことができる。
（1）性暴力は自律した個人という枠組みへのダメージ
であること、（2）これにより、個人の内部にトラウマのトリガーが刻印され、
自律性が侵害されることである。
ただ前節でみたように、日本の精神医学・心理学的な性暴力被害研究にお
いて、自律性が完全に壊乱するという事態は想定されていない。なぜなら

PTSD にもとづく性暴力被害研究は、性暴力が与える影響を考察する際、個
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人の認知、とりわけみずからをどのように捉えるかという自己認知の側面に
着目するからである。
性暴力被害は一般に、「自己価値観」の低下、「自己肯定感」の低下、「自己
尊重感」の低下（小西 [2001] 2012; 大山 2016; 中島 2016; 松本 2020）といった
否定的な自己認知をもたらすとされる。なお、

れてしまったという感覚も、

否定的な自己認知の一種である（野坂 2010）。ただ、こうした否定的な自己認
知への着目は、別の角度からみれば、そのように自分自身を捉えるところの
自律性への着目でもあるといえるだろう。このことは、否定的な自己認知が、
「歪み」という語

で表されていることにも見ることができる。性暴力被害者

の心理治療、心理教育を行う

田博美は、「認知の歪みにどのように対処する

か？」と題された節で、この点について以下のように記している。
暴力被害の間に主に起こる感情は強い

渎であろう。抵抗しても力で

はかなわず、被害の間中、相手を侥らせてよりひどい暴力を振るわれる
かもしれないと

渎を感じている。認知は被害の間に歪むこともあるが、

被害後にその体験をどのように捉えるかで考え方や感情が歪むことも多
い。したがって、心理療法のなかで認知の変容について話すときは、被
害のときにどのような体験をし、その後どのように捉えたのかというこ
とを話題にしていくとよい。
（

田 [2008] 2010: 162）

ここで被害後の否定的な自己認知は、基本的に一時的な「歪み」であり、し
たがって「変容」可能なものとして捉えられている。心理療法や心理教育は、
こうした「歪み」に着目し、自己自身の捉え方に対する変化をサポートする。
このように「トラウマの PTSD モデル」の観点から考察した場合、PTSD に
もとづく日本の性暴力被害研究が、被害者の否定的な自己認知をトラウマの
「回避」であるとし（宮地 2020）、心理療法や心理教育を通じ、トラウマと直接
「向き合う」ことを回復の第一歩とする背景が見えてくるだろう（小西 2017）。
つまり、性暴力というトラウマ体験が個人に甚大な影響をもたらすことを踏
まえたうえで、しかしそうした体験を経てもなお、トラウマを回避するので
はなく、向き合うことのできる自律的な主体がここでは要請されているので

未来共創 第 8 号（2021）

39

ある 5。
次節では、以上のようにトラウマと向き合うことを重視する日本の性暴力
被害研究が、これを「回復」の文脈と重ねて論じる点に着目する。そして、そ
うした「回復」がどのようなものとして捉えられているかを考察していきたい。

2.2 性暴力被害からの回復はどのように捉えられてきたか
PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究は、前節でみたようにトラウマと
向き合うことを重視するが、ここにはトラウマを回避しないことが「回復に
つながる」
（今野ら 2017: 303）という基本的な見方がある（Resick & Schnicke

1992; 小西 2017）。そして、心理療法や心理教育は、このトラウマとの直面を
サポートする手法である。
まず心理療法は、

渎や不安を

起するトラウマ記憶との直面を試みる。

たとえば EDMR（Eye Movement Desensitization and Reprocessing; 眼球運動
による脱感作および再処理法）は、回避により未処理のまま奏蔵されたトラウ
マ記憶に「直面化」することで、「再処理」を行う技法である（菊池 2019）。これ
により、否定的認知は肯定的認知に変化するとされる。また最も広く実施さ
れている持続エクスポージャー療法では、性暴力被害者に多い「自分は
という否定的な自己認知の根源に「

れた」

渎」というトラウマ記憶があるとし、こ

れに「情動処理」というかたちで直面することで「認知の修正」を行う（金 2019:

23-24）。また、成人のレイプ被害者に対して開発され、現在は子どもの性
的トラウマに効果があるとされている TF-CBT（Trauma-Focused Cognitive

Behavioral Therapy: トラウマフォーカスト認知行動療法）は、トラウマ記憶と
「向き合」い「整理」していくことで、トラウマを呼びおこすリマインダーを「統
制」するスキルを習得する手法である（

岡 2019: 47-48）。

このようにみると、心理療法の強調点は、不安や

渎といった情動を呼び

おこすトラウマ記憶に直面することで、これに振り回されないだけでなく、
むしろ積極的にマネジメントしていく点にあるといえるだろう。
また、心理教育に関しては、否定的な自己認知や困難な対人関係をトラウ
マの観点から説明することで、そうした困難の原因を被害者に伝える手法で
ある（小西 [2001] 2012）。これは前述した心理療法においても欠かすことので
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きない取り組みであり、主に心理療法とセットで実施される。さらに近年では、
臨床場面に限らず、広く社会の側がトラウマを負った人を理解する方法のひ
とつとしても導入が試みられている。これは「トラウマインフォームドケア」
と呼ばれ、アメリカで 1990 年代後半から議論が始まり（Harris & Fallot 2001）、
日本では 2014 年以降積極的な議論が始まっている（川野 2018; 野坂 2019a;

2019b）。このようにみると、心理教育の強調点は、認知・感情・行動面で経
験する困難の原因理解を通じ、トラウマを制

不能なものではなく、マネジ

メント可能な範囲に落とし込む点にあるといえるだろう。
さて、このように心理療法・心理教育をめぐる二つの言説を考察すると、
前者がとりわけ個人の情動の側面、後者が理性の側面 6 にフォーカスするとい
う相違はあるものの、いずれもトラウマを負った者自身がトラウマに「向き合
う」ことを重視しているといえるだろう。そして、こうした直面化が「回復に
つながる」とされている点を踏まえるならば、PTSD にもとづく性暴力被害研
究が「回復」をどのように捉えているかが見えてくる。すなわち回復とは、ト
ラウマを回避するのではなくむしろ向き合うことで、自身の認知、感情、行
動をセルフマネジメントできる感覚を取り戻すことである（NPO 法人性暴力
救援センター・大阪 SACHICO 編 2018）。
なお、こうしたセルフマネジメントの感覚、そしてセルフマネジメントを
可能にするスキルは、それまでの自己に対する否定的認知が肯定的認知に変
化することを基盤とする。これは個々の心理療法だけでなく、「認知が変わる
ことで自分に対する見方が変わり、自尊心も回復する。自尊心を回復し、自
己コントロール感を取り戻すことが支援の目標である」
（

田 [2008] 2010:

164）とあるように、広く心理支援に通底するひとつの方向性である。それゆ
え、性暴力被害からの「回復」は、「自分自身を大切にできる」、「自己肯定感」
（松本 2020: 172-176）といったかたちで、自分自身を肯定的に捉えられるこ
と、そしてそれにより、トラウマ症状やみずからの生活をセルフマネジメン
トできることが大きな指標となっている。
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3. 課題の検討
前節では、PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究を「トラウマの PTSD モ
デル」の観点から考察することで、次の二点を見いだすことができた。
（1）自
律的な個人という主体観を念頭に置くことで、性暴力が個人の境界線を侵害
する暴力であり、それが深刻な影響を及ぼすこと。
（2）だが、心理療法や心
理教育といった心理面でのサポートは、そうした主体観を前提とするからこ
そ、性暴力被害というトラウマを回避せず、向き合うことのできる主体への
アプローチを可能にしていることである。そして、こうしたアプローチこそが、
トラウマに振り回されるのではなく、情動・認知・行動面においてこれをむし
ろ「マネジメント」できるスキルへとつながり、自分自身を大切にでき、自己
肯定することのできる回復の道を開く。
このようにトラウマ的出来事を経験してもなお、みずからの情動、認知そ
して行動を捉えなおし、マネジメントしていく近代的主体観が果たす役割の
大きさを踏まえたうえで、本節ではまず「レジリエンス」概念に着目し、ここ
に潜在する課題を考察することにしたい。

3.1 「トラウマの PTSD モデル」とレジリエンス
個人の自律性を完全に壊乱するのではなく、情動や認知といった自律性の
領域内でトラウマを議論する「トラウマの PTSD モデル」は、トラウマ的出来
事を経験してもなお、これと向き合いマネジメントすることのできる主体を
提示する。このような「トラウマの PTSD モデル」は、近年さまざまな領域で
注目を集めている「レジリエンス（resilience）」概念と親和性が高い。
この概念は 1970 年代、主に貧困や

待といった困難な環境においても成

長する子どもたちをめぐる議論として始まった（Werner et al. 1971）。その後

9. 11 以降、アメリカの精神医学領域でレジリエンスへの関心は高まり、現
在日本でも用いられる CD-RISC（the Connor-Davidson Resilience Scale）とい
う回復尺度が開発された（Connor & Davidson 2003）。なお、アメリカ心理
学会はレジリエンスを「逆境、トラウマ、悲嘆、

、極度のストレスに直

面するなかで適応していくプロセス」と定義している（American Psychological
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Association 2012）。
こうした流れにおいて、日本の精神医学領域でも、2010 年以降レジリエン
スとトラウマをめぐる議論は盛んに行われ、レジリエンスは「個人にそなわ
る復元力ないし回復力」
（加藤 2010）、「困難な出来事に対応したりそこから回
復したりする能力」
（西・臼田 2017: 148）と捉えられている。また、トラウマ
フォーカスト認知行動療法やトラウマインフォームドケアといった心理療法
や心理教育の分野でも、レジリエンスを高めることはひとつの大きな目標で
ある（西・臼田 2017: 148）
。
また、医師である木村美也子は、こうしたレジリエンスに着目する見方は、
遺伝的・脳機能的・心理社会的にいかなる要素があった場合 PTSD 発症リスク
が高まるかという「脆弱性」に着目する従来の見方を転換するものであったと
指摘する（木村 2012: 18-19）。つまり、どのような条件がトラウマをもたらす
かという問いから、トラウマ的出来事を経験してもなお、これを乗り越えら
れる力とはどのようなものかという問いが問われ始めているのである。この
ように、たとえどれほどの逆境であっても、そこから立ち直る力がひとりひ
とりに備わっていることを示したという点で、「レジリエンス」概念が果たし
た役割は大きいといえるだろう。
ただ、事態はそれほど単綅ではない。医療人類学者の北中綁子はアラン・
ヤング（2012）の議論を参照しつつ、現代において権力槦置として機能しうる
「正常」概念の代わりに、レジリエンスが「新たな倫理観」として語られるよう
になっていると指摘する（北中 2013: 77）。それはいうならば、「戦争や災害、
別れを経験しても、嘆き悲しんで意気消沈してしまうのではなく、それを短
期間で乗り越え、前を向いて、元気に生きていく能力であるレジリエントな
存在であることを期待される新たな倫理観」である（北中 2013: 78）。こうし
たレジリエンス概念の両義性については、精神医学内部からも注意が促され
ており、木村はレジリエンスを「大変希望が持てる考え方」であるとしつつも、
「すべては本人次第」という見方につながり、ともすれば「困難から立ち直れな
いのは本人のせい」という結論に帰着しかねないと指摘している（木村 2012:

20）。
このように、どのような因子や条件が PTSD 発症をもたらすかという従来
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の「脆弱性」をめぐる議論から、どのような力をもった人が逆境を乗り越えら
れるかというレジリエンス議論への転換について、精神分析の観点からトラ
ウマ研究を行う上尾真道は「反転」ではなく「倶り」だと指摘する。つまりそこ
では「否定的なもの・異常なものの排除」という従来の議論が、今度は「

常的

な包摂の圧力」
（上尾 2018: 78）にさし代わり、レジリエントな生き方を椺と
する「新たな倫理観」が登場することとなる。
そうした「新たな倫理観」の登場は、たとえばレジリエンスが「訓練」として
取り入れられていることにみることができる。ヤング（2014）は、9.11 同時多
発テロ以降、アメリカで訓練によってレジリエンスを高めることで、PTSD
を発症する兵士の数を減らす「総合的兵士健康度プログラム（Comprehensive

Soldier Fitness: CSF）」が積極的に導入されていることに注目する。こうした
プログラムにおいて、レジリエントな存在は訓練目標として明確に規範化さ
れる。ヤングのこの指摘を踏まえたうえで、レジリエンスが新自由主義にも
とづく現代社会において果たす機能について、北中は次のように警鐘を鳴らす。
本来、レジリエンスは、例えば貧困状況に置かれた子どもや、

待を

受けた子どもがそれでも病むことなく元気に育っていく、そういった人
間の持つ自然回復力や、自己治紏力、しなやかさに着目した概念です。
しかしレジリエンスが benign（無害）で、

に響きのいい言葉だというこ

ともあって、社会的コスト削減に向かう新自由主義経済下において現在、
（社会の構造的問題の分析に向かうのではなく）個人の能力へと視点を移
す槦置として世界的に広まり始めていることが指摘されています。
（北中

2013: 77）
ここで北中は、レジリエンス概念自体を否定してはいない。ただ、個人を
経済の人的資本とする新自由主義社会において、レジリエンス概念は、社会
から「個人の能力」へ視点を移す「槦置」として機能するおそれがある。そうし
た事態は、ヤングが指摘するように、次のようなレジリエンス測定尺度にも
表れている。
（1）レジリエンスが「自己統

」や「情動的安定性」といった指標で

測られること（Kobasa 1979; Rutter 1985; Masten 2001）、（2）レジリエンスと

井上｜性暴力被害とトラウマを再考する

44

PTSD を調べる CD-RISC において、レジリエンスが「PTSD 症
はなく「不

の改善」で

な感情を上手く処理する能力」として「微妙に定義され直」されて

いること（Young 2014=2014: 125-126）。
個人の自律性を完全に壊乱するものではなく、情動や認知といった自律性
の領域内でトラウマを議論する「トラウマの PTSD モデル」により、トラウマ
的出来事を経験してもなお、これと向き合いマネジメントしていくことので
きるレジリエントな主体という道が開かれた。ただ一方で、このようにトラ
ウマからの回復を個人のセルフマネジメント能力に見いだす見方は、現代に
おいて、社会から個人――とりわけその能力に着目し――へ視点を移す「槦
置」、もっといえば、新自由主義に適応する個人をつくりだす「槦置」として機
能する危険性をはらんでいる。

3.2 理想的な女性像――新自由主義とポストフェミニズム
前節では、レジリエンス概念をめぐる言説が、新自由主義において社会か
ら個人の能力へ視点を移す槦置として広まりつつある点を確認した。以下で
は、こうした流れが、女性をとりまく現代の状況として、フェミニズムの領
域においても指摘されている点に着目する。
米では 1970 年代以降、福祉国家体制の縮減とともに民営化がすすみ、経
済

争を椺とする新自由主義の時代に入ったとされる。新自由主義をめぐる

議論を積極的に展開するイギリスのデヴィッド・ハーヴェイはこのことを次
のように指摘する。

1970 年代以降、政治および経済の実践と思想の療法において新自由主
義へのはっきりとした転換がいたるところで生じた。社会福祉の多くの
領域からの国家の撤退、規制緩和、民営化といった現象があまりに一般
的なものになった。
（Harvey 2005=[2007] 2020: 10）
フェミニズムと新自由主義に関する研究を行う菊地夏野は、このように経
済

争を椺とする新自由主義の特徴として、「社会的な連帯が『希薄化』され、

個人の『自己決定』や『自己責任』が理念として優位に上がっていく」と指摘す
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る（菊地 2019: 4）。ハーヴェイは、こうした新自由主義的な言説が、政治理
論・経済理論の範疇にとどまらず、「われわれの多くが世界を解釈し生活し理
解する常識に一体化してしまうほど、思考様式に深く棰俐している」
（Harvey

2005=[2007] 2020: 10）と指摘するが、このことは女性をとりまく状況におい
ても例外ではない。
フェミニズムの文脈では、1980 年代以降、受動性というイメージが付与さ
れた「被害者（victim）」を否定し、より能動性・主体性を強調する「エージェン
ト（agent）」であることを椺とする議論が

米で立ち上がった。ただ、女性の

主体性を強調するこの議論は、個人に自己責任をもとめる新自由主義と親和
性が高く、むしろ女性に対する「自己責任（personal responsibility）」を正当化し、
被害者であるよりエージェントであることを求める規範「victim-bad / agent-

good」
（Stringer 2014: 59）となるとも指摘されている（妈本 2018）。
このように、1960 年代以降積極的に展開された第二波フェミニズムを、女
性の受動性や弱さを強調するものとして否定する動きは、現代においても見
ることができる。それが、女性の個人的成功を称紷する「ポストフェミニズム」
的言説である。
多くの論者に共通するのが、
「女性の成功」を称紷するというポストフェ
ミニズムの特質である。フェミニズムは女性の集合体としての社会的地
位の向上を目指したが、ポストフェミニズムにおいてはあくまで個人的
な成功に価値が置かれている。そして女性の成功を称紷する際に用いら
れているのが、「女性を弱者としてひとからげにすることで女性のエンパ
ワメントを阻害する」というフェミニズムに対する否定的なイメージであ
る。そのような「

楊者フェミニズム（victim feminism）」のイメージを否

定することによって、女性の成功や成功を求める野心は正当化される。
（菊
地 2019: 75）
菊地はここで、アンジェラ・マクロビー（2009）やシェリー・バジェオン
（2011）といった現代のフェミニズム論者の議論を踏まえたうえで、それらが
いずれも女性の「個人的な成功」としてポストフェミニズムを捉える点で共通
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すると指摘する。ここでは、女性を社会的弱者だとすることこそが女性の「エ
ンパワメントを阻害する」という論理のもと、個人が非常に重視される。
バジェオン（2011）は、こうした女性像が理想化される背景には、後期近
代という社会状況があると指摘する。後期近代とは、工場労働と家父長制を
基盤とするそれまでの形態が解体した 20 世紀後半、「労働の「フレキシビリ
ティ」、コミュニティの崩壊、家族の不安定化、文化のグローバル化」とそれ
に伴う「個人主義と選択と自発性」が理想化された社会であると言われている
（Young 2007=2019: 12）。バジェオンはこうした社会状況が「自律した主体」
を要請するとし、それを「柔軟で、個性化されており、レジリエントで、みず
から行動して自力で成功を収め、達成と成功までの山あり谷ありの道をゆう
ゆうとたどることができる」主体であると指摘する（Budgeon 2011: 284=2020:

174）。こうした主体像は、個人の能力にもとづき

争をおしすすめる新自

由主義と交差する。その結果、現代において、たとえばエンパワメントをめ
ぐっては、第二波フェミニズム運動がこれを社会の変革との連関で捉えてい
たのに対し、自分で自分をエンパワメントする「セルフ・エンパワメント」の
物語が登場する。ただそうした物語により、「エンパワメントの感覚は高まる
かもしれないが、それによって個人は「正しい」選択をするよう途方もないプ
レッシャーをかけられることになる」
とバジェオンは指摘する
（Budgeon 2011:

285-286=2020: 176）。
このように、フェミニズムと新自由主義の議論を追うことで、私たちは
次の点を確認した。それは、どのような困難に陥ってもそこから

いあがり、

自分自身をエンパワメントできるような自律性をそなえた主体が、20 世紀後
半以降の経済・政治的状況においては、ある種の規範として女性たちに作用
しうるという点である。そしてこのことは、同じく逆境や困難を乗り越える
個人の力に着目する「レジリエンス」概念が、新自由主義にもとづく現代社会
において、「新たな倫理観」として規範化しうることと表裏一体であるといえ
るだろう。つまり、本来個人の主体性を称紷するはずの言説が、現代社会に
おいては、かえって主体的であることを椺とする規範を形成してしまい、そ
の意味で、ある種のパラドクスを抱えてしまうのである。
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3.3 現代の日本における性暴力被害と回復
新自由主義を背景に新たな女性の理想像を提示する現代のポストフェミニ
ズム的言説は、じつは近年の日本の性暴力被害をめぐる言説とも無関係では
ない 7。本節では最後にこの点を、日本で出版されている性暴力被害当事者に
向けたセルフヘルプブック、および #Metoo への批判的論考をもとに考察し
ていきたい。
前節でみたように、ポストフェミニズムは「成功する個人」を理想の女性像
とする言説であった。日本でも 1985 年の男女雇用機会均等法、1999 年の男
女共同参画社会基本法の制定を経て、2000 年代以降、2002 年小榇綅一郎政
権時代の「女性のチャレンジ支援策」、2006-7 年第一次安倍政権時代の「再チャ
レンジ支援総合プラン」、2010 年民主侧政権時代の「新成長戦略」、2012 年野
田政権時代の「なでしこ大作戦」、2015 年第二次安倍政権時代の「女性活躍推
進法」と、新自由主義的な経済政策と並行し、女性の「活躍」と

打った政策が

実施されてきた（菊地 2019: 33-67）。
こうした社会状況において、PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究領域
でもまた、性暴力被害者の「弱さ」ではなくストレングスや主体性に着目する
流れが主流となりつつある（野坂 2019; 宮地・木村 2020）。さらに近年では、
性暴力被害からの「回復」とはどのようなものであるかということに着目した
議論も登場している（齋藤・大夳編 2020）。こうした流れを踏まえ、以下では、
現在まで日本で翻訳・出版されたセルフヘルプブックにおける回復の言説を
検討してみよう。

1980 年代後半、アメリカで出版された『生きる勇気と紏す力――性暴力の
時代を生きる女性のためのガイドブックを』
（Bass & Davis 1988）は、日本で
も参照されてきたセルフヘルプブックである（白川 2004; 宮地 2005; 藤森・野
坂 2013）
。
本書が回復を「自己変革の過程」とすることからもわかるように、基本的
に回復とは自分で自分を変えるプロセスとして提示されるが、これを方向付
けるのが「自尊心」である。
「この本は、自尊心を高めるために書かれたもの
です」という言葉にもあるように、本書は、性暴力により「内面化された自
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己嫌悪」を脱し、自分で自分を好きになることを目指す（Bass & Davis 1988:

178-179=2014: 190-191）。具体的な手法としては、「自己嫌悪を感じるたび
に、その感情を誘発した考えや事柄を見極めましょう」
（Bass & Davis 1988:

180=2014: 192）というように、自分で自分の様子をひとつひとつ観察する方
法が提示されている。このように、本書は性暴力被害を被害者の「自己嫌悪」
の水準で捉えるとともに、自分自身と向き合い、観察し、好きになることを
回復のひとつのプロセスとして描いている 8。
また、日本語に翻訳されたセルフヘルプブックには、2000 年代前半に米国
で出版された『あなたに伝えたいこと――性的

待・性被害からの回復のため

に』
（Mather & Debye 2004）がある。本書は、先ほどみた『生きる勇気と紏す
力』と同様、自分で自分の感情や思考を把握したうえで、これをマネジメント
できるようになることを回復の基本姿勢とする。ただ、ここで注目したいのは、
本書が回復をひとつの「選択
することも、ひとつの選択

」として提示している点である。以下は、「回復
」と題された節の冒頭部分である。

性暴力を受けただれにとっても大切な決断。それは、「自分は回復した
いのか」ってことです。おかしな質問に聞こえるかもしれませんね。でも、
回復するために必要なことを考えてみると、
「まっ
生、

らごめん。残りの人

楊者のままで過ごすほうがマシ」って思う人もいるでしょう。あ

るいは、「自分は

楊者のままで過ごすしかない」って思っている人もい

るかもしれません。たしかにそれもひとつの選択
いわけではないし、それが最も健康的な選択

ですが、それしかな

でもないのです。
（Mather

& Debye 2004: 125=2017: 154）
ここで、性暴力被害からの回復はひとつの「選択
る。もちろん、回復という選択
そうでなく、ここでその選択

」として提示されてい

があることを本稿は否定したいわけではない。
が「自分は回復したいのか」という自問を経た

うえで、被害者自身の決断にゆだねられている点に注目したい。また、ここ
では「
選択

楊者」と「回復」が対比されており、

楊者であることは「健康的」な

ではないことが示唆されている。この引用の直後、「選択をすること」
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と題された

所では、「回復する、つまりサバイバーになるということ、あ

なたが意識して決断する選択なのです。それは、自分の人生を選ぶというこ
と、そして自分の人生をどうしていくかを選ぶということです。」
（Mather &

Debye 2004: 125=2017: 154）とあるが、ここで回復は被害者個人が主体的選
択として描かれている。
このように、本書は主体的に回復を選ばない「

楊者」か、主体的に選ぶ「サ

バイバー」か、という二項対立のなかで性暴力被害後の人生を示しているが、
この図式には、前節でみた「被害者

エージェント」の二項対立と同様の構造

を見いだすことができるだろう。また本書における、「サバイバーになるこ
とは、性暴力を受けた人にとって唯一の健康な選択

です」
（Mather & Debye

2004: 125=2017: 155）という記述に注目した場合、「被害者 エージェント」
議論においてエージェントであることを椺とする規範が形成されたように、
こうした言説は新自由主義にもとづく現代社会において、被害者に対し、回
復の自己決定を椺とする規範として作動するおそれをはらんでいる。
もちろんセルフヘルプブックは文字通り自分自身の困難にみずから向き合
うこと、対処すること、解決することを目的としたものである。性暴力被害
にあったとしても、自分で自分の人生を決めることができる、人生を投げ出
さなくてもいいというメッセージは、非常に重要である。ただ、性暴力被害
からの回復をめぐるこれら言説が、現代社会において性暴力被害者に及ぼす
影響については、慎重に考察する必要があるだろう。なぜなら、そうした「個
人化された女の成功や、選択、自由、自己満足といった価値観にもとづく自
己定義のプロジェクト」がそれ自体として無批判に称紷された場合、「新自由
主義的な支配への従順さゆえに絭福される「近代的」で解放された女性性」と
の区別が曖昧になるおそれがあるからである（Budgeon 2011: 285-286=2020:

178-179）。
ここまでは主にセルフヘルプブックの言説に着目してきたが、性暴力被害
の当事者自身の運動である #Metoo に関しても同様の指摘がなされている。菊
地（2020）は #Metoo がもたらす成果と意義を踏まえたうえで、これが「新しい
フェミニズム」として報道されることによって

象される側面について言及す

る。
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まず懸念されるのは、ポストフェミニズムの特徴として指摘されてい
る「集団的連帯や共同性の否定」が「新しいフェミニズム」として最近語ら
れるものに通底しているのではないかということである。女性活躍の法
と政治は、「頑張る」女性への称

で埋め尽くされている。それにも

て、

フェミニズムの個人化ともいうべき傾向が見られる。
「フェミニストとは、
有名な、キャリアのある強い女性」という了解があり、それに

う女性が

選定される。
「有名なフェミニスト」の表象はわかりやすく人を紪きつけ
るが、その「フェミニズム」は個人に依存し、その言動に振り回される。
（菊
地 2020: 121）
ポストフェミニズムにおいて理想とされる自己選択、自己決定できる自律
した女性像は、新自由主義にもとづく現代社会において理想とされる「頑張
る女性」や「成功する女性」といった女性像へ通ずる。したがって、個人が発信
する SNS においては、そうした「強い女性」が注目を集めることとなる。ただ、
自己選択、自己決定、セルフマネジメントによって成功の道を歩む女性が、
「強
い」と形容されることからもわかるように、そうしたあり方を選択することは
容易でないばかりか、みずから発信しない人々が不可視化されてしまう危険
がある。こうした状況においては、性暴力にあってもなお声を上げられる人々
に向けられる称

のまなざしが、性暴力にあったなら声をあげなければなら

ない、自己選択、自己決定をもって回復の道を歩まなければならないという「新
たな規範」として当事者に作用するおそれもあるだろう。
ただ、こうした状況において、日本の性暴力被害研究の領域では新たな試
みも始まっている。たとえば、個別の心理療法を一対一で行う従来のアプロー
チではなく、グループ形式で被害の当事者たちが語り合うアプローチである
（藤岡 2019）。ここでは、イギリスの精神科医療改革やアメリカのアルコール
依存症自助グループを起源とする「治療共同体」という概念を

に、性暴力被

害者が「ミーティング」と「メンバーシップ」をもとに語り合う。また、ソーシャ
ルワークの領域では、ジェンダーの観点に着目し、
「ジェンダーに配慮しましょ
う」という「意味論」にとどまるのではなく、「ソーシャルワークや社会福祉学
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を形作る近代思考や制度全般、ひいてはみずからに対してクリティカルな視
点を向けていくこと」の必要性と重要性が指摘され始めている（横山ら 2020:

23）。さらに社会学の領域では、スティグマ論の観点から、被害当事者が他者
との関係で経験する困難や違和感を分析する試みが行われている（横山 2013）。
今後は、こうした取り組みがすでに実践しているように、性暴力被害と回復
といった主題を、よりいっそう個人と社会の「あいだ」に開き、考察していく
必要があるだろう 9。

まとめと今後の課題
以上、本稿では 1980 年代以降アメリカで発展した PTSD をめぐる議論を「ト
ラウマの PTSD モデル」と定義したうえで、PTSD にもとづく日本の性暴力被
害と回復をめぐる言説を、新自由主義とポストフェミニズムという女性をと
りまく現代の社会状況において分析することを試みた。
第一節では、性暴力の観点から主に 1970 年代以降の PTSD をめぐる議論を
概観したうえで、これを精神分析におけるトラウマ論と区別し「トラウマの

PTSD モデル」と規定した。なお、社会学・精神分析領域での議論を踏まえ、
「ト
ラウマ的出来事を経験してもなお維持される自律的な個人という主体観」をそ
の特徴とした。また性暴力と PTSD をめぐる議論においても、そうした主体
観が基盤とされていることを確認した。
第二節では、PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究に焦点をあて、そこ
で性暴力被害および回復がどのように捉えられているかを考察した。まず当
該領域において、性暴力被害が主に「境界線」と「認知」という 2 つの観点から
説明されている点に着目した。その結果、（1）性暴力が個人の境界線を侵害す
る暴力であること、（2）回復において、トラウマに振り回されるのではなく、
情動・認知・行動面においてこれを「マネジメント」できるスキルが重視されて
いる点を確認した。
第三節では、PTSD にもとづく日本の性暴力被害研究が、トラウマ的出来
事を経験してもなお自身の認知・情動・行動をマネジメントできる主体を想
定すること、そしてこれによって回復の可能性を提示している点を確認した。
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そのうえで、新自由主義、ポストフェミニズムといった女性をとりまく現代
社会の文脈において、回復をめぐる言説を考察した。
本稿は、精神医学・心理学におけるトラウマと性暴力をめぐる言説を現代
社会の文脈の中で検討することを試みた。これにより、被害者個人の主体性
や能力に還元できない社会的文脈の影響について議論が可能となった。
今後の課題としては、たとえば被害がなかなか語られず相談されないといっ
た臨床上の課題についても、被害者個人の内面や心理といった観点だけでな
く、広く社会や文化といった環境との連関で考察していく必要があるだろう。
本研究は日本学術振興会科学研究費（特別研究員綩網費 20J12138）の助成を受けたも
のである。

注
1

現在性暴力被害による後遺症は PTSD の枠組みで解釈されるが、それ以前、たとえば 19 世
紀ヨーロッパではそうした女性たちは「

ステリー」と呼ばれていた。シャルコーが「

ス

テリー」を精神医学の榽上にのせるまで、これは客観的な棼断名というより、むしろ社会
的逸脱のしるしとして機能した（Michael 1989）
。

2

性暴力が被害者を「モノ」として捉えるという論点は、PTSD にもとづく日本の性暴力研究
においても共有されている（藤岡 2006,

3

藤 2020）
。

人類学の観点からトラウマ研究を行う松嶋健も、ハーマンの回復論において強調点がある
のは第 2 段階だと指摘する。松嶋はハーマンの手法を「『語る主体』にポジティブな価値を見
出す文化特異的な手法」であると指摘するが、トラウマ体験を語りにおいて再構築する第

2 段階はまさに「外傷体験を『完全に、深く具体的細部にわたって』語る」段階である（松嶋
2020: 127）。ただ本稿は、ハーマンの第 2 段階がトラウマの言語化であることを踏まえた
うえで、言語化を通じた

4

渎や槄失といった感情のマネジメント段階として解釈する。

日本において社会学的視座から摂食障害研究を行う中村英代は、紅物療法や認知行動療法、
集団療法といった個々の治療法ではなく、それらがどのような「認識」をもっておしすす
められているのかといった「問題との向き合い方」について論じている（中村 2015: 80-81）。
本稿は、個別の治療法そのものではなく、専門家領域における性暴力被害の捉えられ方に
着目し、性暴力被害がどのように「向き合」われているのかに注目する点で、中村と方法論
を同じくする。

5

本稿はここで被害者個人の自律性に焦点をあてているが、否定的な自己認知がもたらす影
響を軽視するものではない。そうした認知は、他者と適切な距離感を保つことを阻み、ト
ラウマ体験の「再演」として、再被害や支援関係の断絶といった行動面への影響が指摘され
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ている（白川 2004; 小西 2006; 齋藤ら 2019）。さらに、そのように自分を否定的に捉える
ことにより、
「被害体験をなかったことにしたい」、
「そのことを思い出したくなかった」、
「自
分さえがまんすれば何とかこのままやっていけると思った」というかたちで、被害を誰か
に話したり相談することから遠ざけてしまう場合がある。67.9％の性暴力被害者が被害を
相談しないというデータは慎重に考察する必要がある（今野ら 2017: 297）。

6

ここで「理性」という語を用いているが、これは心理教育を情動面へのアプローチを行わ
ないものとして指摘するものではない。性暴力被害にあった子どもに対しては、たとえば
感情のワークというものがあり、感情の状態を整理し、状況に応じた感情表現ができるよ
うサポートする（野坂・浅野 [2016] 2019: 66-77）。本稿は、性被害を受けたあとはどのよ
うな感情をもち、それが当然のものであることを言葉で伝え理解するという側面に着目し、
これを「理性」という語で表している。

7

フェミニズムの立場から心理臨床を行う信田さよ子は、現代においてトラウマからの回復
が、自分で自分を紏すという「自己完結」的な語

で語られていると指摘する（信田 2020:

68）。その例として挙げられているのが、アディクションの自助グループにおける「自己
肯定感を高める」、「自分で自分を愛する・好きになる」といった言説の広がりである（信田

2020: 69）。信田はそうした言説と新自由主義の親和性を指摘しつつ、これを「自己肯定感
を高めるのは自分しかいない。日常にまで侵入した究極的自己完結・自己責任の世界」であ
るとして警鐘を鳴らしている（信田 2020: 69）
。

8

ここで本稿は、セルフヘルプブックにおける自分で自分を助けるという図式自体を否定し
ているわけではない。したがって、性暴力が個人の認知・情動・行動に影響を及ぼすこと
を否定するものではなく、また、自分がいまどのような状態であるかを自分自身で知る
こと、感じることを否定するものでもない。ただ、そうしたセルフヘルプブックの言説が、
現代の新自由主義的社会において、本来の目的とは異なるかたちで機能しうるという点を
指摘するものである。
セルフヘルプブックと規範化の問題について、森真一は社会学者であるアンソニー・ギデ
ンズが後期近代社会の特徴を「制度的再帰性」概念で捉える点に着目する。
「制度的再帰性」
とは、従来の伝統や慣習を批判的に問い直すありかたであるが、その結果後期近代におい
ては、「本来の感情や欲求」として自己自身の内部に向かっていく（森 2002: 8）。森は、そ
のように個人が自己自身のうちに準拠点をみいだす後期近代においてこそ、セルフヘルプ
ブックが人々に必要とされていると指摘する。

9

たとえば、日本の摂食障害の領域では、摂食障害を社会学や人類学の観点から、個人と
社会の問題として捉えなおす議論が積極的に行われている。たとえば社会学者の浅野千恵
（1996）は、それまで医療の対象であった摂食障害をジェンダーの文脈で解釈を行った。つ
いで中村英代は、ナラティブの観点から摂食障害をめぐる精神医学・心理学的な回復観を
相対化するとともに（中村 2015）、インタビューを通じ摂食障害の「治し方」ではなく、当
事者自身の「治り方」を明らかにした（中村 2011）。また、医療人類学者の

野真

は、摂

食障害当事者へのインタビューを通じ、当事者自身の生活に焦点をあてた。そこでは、当
事者とパートナーとの関係において、教科書的にタブーとされている関わり方がかえって
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当事者の回復のきっかけとなっている事例などから、当事者自身の回復と専門家集団にお
ける回復言説とを区別する必要性が指摘されている（

野 2015）。

現在、性暴力被害者のその後をめぐる研究は主に精神医学・心理学的な臨床研究にもとづ
くものが主流だが、今後は、このように広く社会と個人の関わりという観点から研究を行
っていく必要があるだろう。
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Rethinking Sexual Assault Victimization and
Trauma in Neoliberalism and Postfeminism
Hitomi INOUE
Abstract

In this study, I define the posttraumatic stress disorder (PTSD) model of trauma
as the discourse on PTSD developed in the US since the 1980s. I characterize this model
as an individual’s modern subjectivity, which is maintained even after the experience of
a traumatic event. By examining PTSD-based research on sexual assault victims and
resilience in Japan from this perspective, I determined that these studies are based on
the modern subjectivity of individuals who manage their own emotions, cognition, and
behavior even after experiencing traumatic events. I then examined the discourse on sexual
assault victimization and resilience in neoliberalism and postfeminism in the context of
the social situation surrounding women today. The result of the analysis pointed out that
although the PTSD model of trauma provides a path to resilience for victims of sexual
assault by focusing on the autonomy of the individual, it may act as a norm that endorses
resilience in contemporary society.

Keywords : Trauma, Sexual Assault, Resilience, Neoliberalism, Postfeminism
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特集にあたって

コロナ時代に考える「レジリエンス」

木村友美
織田和明

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター・講師
大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター・研究員

１．はじめに
大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センターでは、人間科学部・
研究科の教員と学生が毎年一つのテーマを定めて研究会を実施している 1。
今年度は「レジリエンス」をテーマとして、計 5 回の研究会を実施した。新
型コロナウイルス感染症の世界的拡大とともに始まった 2020 年度は、私た
ちに困難な状況への対応力としてのレジリエンスについて再考を迫るもので
あったからだ。研究会ではレジリエンスに関心のある教員や学生が生物学、
臨床心理学、災害心理学、文化人類学、国際保健、安全行動学などの多分野
からのべ約 20 人が参加した。研究会を通じてレジリエンスの多様な事例や
考え方が示され、議論された。それはまさに、人間科学研究科が向き合って
きた「人間とはなにか」という問いと向き合うことに他ならなかった。危機
や逆境のなかにあってこそ、そしてそれへの対応としてのレジリエンスにこ
そ、人間の本質が現れる。本特集では 4 篇の論文で人間科学の異なる分野に
おけるレジリエンスの具体的な事例と議論を紹介する。読者の皆様にはぜひ
4 篇全てを読んでもらいたい。それぞれの専門知によって織りなされる立体
的な視野を読者が獲得した時にはじめて、この特集の「人間科学」としての
企図は成立する。
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写真

第 1 回研究会の様子。感染対策として座席を離し、
オンラインと併用で行った。

２．レジリエンス
レジリエンスはラテン語で「跳ね返る」を意味する resilire に由来し、回
復力を意味する語として用いられてきた。レジリエンスの研究は 1970 年代
の心理学や生態学から始まる。生態学では「一時的な外乱を受けた後に平衡
状態に戻る力」として紹介された（Holling 1973）
。心理学ではガーメジー
による高リスクの厳しい生活環境下でも適応的に見える「傷つけられない」
子どもの研究などを起源とし（Garmezy 1971）
、現在に至るまで多くの心理
学者によってレジリエンス研究が推進されている。近年では生態学や心理学
に留まることなく、多くの分野でレジリエンス研究は取り組まれている。例
えば奈良・稲村は感染症、心理的逆境、自然災害、争い、地球環境等に関
するレジリエンスを、人類史の視点から包括的に論じている（奈良、稲村
2018）
。
日本では 3.11 以後の災害復興の文脈で「レジリエンス」という言葉が広
く一般に用いられるようになった。最近では宇宙飛行士の野口聡一氏らが初
の民間宇宙船「クルードラゴン」の第一号機に、コロナ禍の困難からの回復
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を願って「レジリエンス」と名付けている。このように一般にも広まってき
た言葉であるがゆえに、
「レジリエンス」の語義は近年ではひどく曖昧なもの
となってしまっている。分野が違ってしまうと、
「レジリエンス」という語で
論じられるものが大きく異なっているため、分野を超えた議論のハードルは
非常に高い。今回の特集では人間科学の各専門分野における「レジリエンス」
の用い方を明確にすることでハードルを乗り越えたうえで、分野を超えて議
論した。執筆者は相互に論文を参照しあいながら、それぞれの考える人間科
学における「レジリエンス」のあり方を提示している。そしていずれの論文
も「人間とはなにか」という問いに深く結びついたものとなっている。

３．本特集の構成
本特集は以下の 4 本の論文から構成されている。
人類進化におけるレジリエンス
人間のレジリエンスとナラティヴ

中野良彦
日高直保

レジリエンスについて災害研究を通して考える

渥美公秀

医療とレジリエンス—新興感染症からの試論

小笠原・モハーチ

中野論文は人類史を辿りながら生物の環境適応というテーマをレジリエン
スの視点から研究している。中野論文は人類のもつレジリエンスのあり方と
その限界を示唆する。人類は様々な地球環境の激変を生き延びてきた。しか
し私たちの現代社会における短期間で自然を大きく改変していく生き方は、
人類のレジリエンスを超過していないだろうか。私たちは人類のレジリエン
スにどこまで頼ることができるのだろうか。そのような大きな問いを突き付
ける論文となっている。
日高論文は日々の生活を崩壊させるような危機的な大きな悲しみや痛みを
乗り越えるための経験の意味付けとしてのナラティヴを人間のレジリエンス
として分析する。先行研究の緻密なレビューを通じて、日高論文はナラティ
ヴの生成変化しながら人間のレジリエンスとして機能する「意味の行為」と
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しての側面に注目する。この世界に対して私たちはどのような意味を与え、
生き抜いていくのか。日高論文が取り組んでいるのは私たちの心のレジリ
エンスの最重要課題の一つであろう。
渥美論文はレジリエンス概念を災害研究で用いることで「誰一人取り残
さない」という災害研究の核心となるモチベーションが霞んでしまうこと
への危惧を表明している。ヴァルネラビリティ、サステナビリティといっ
たレジリエンスと対になる概念との関係性を解きほぐしながら、渥美論文
は住民のための研究を遂行するために研究者が取るべき態度や用いるべき
概念について深い反省を求めている。分野を超えて全ての研究者に響くも
のがある論文だろう。
小笠原・モハーチ論文は、新型コロナウイルス感染症によって現代の人
間中心医療体制がレジリエンスを発揮できていないことを指摘した。小笠
原・モハーチ論文は（1）可塑性（2）多様性（3）持続可能性の３つの側面
からあるべき医療のレジリエンスについての試論を提示している。そして
地球環境と人間そして動植物との関係性に焦点をあて、次世代の健康を追
求する研究と実践を目指す「プラネタリーヘルス」という試みを紹介する。
ここで人類のレジリエンスから始まった本特集は地球規模のレジリエンス
を論じて幕を閉じる。
本特集はこのようにバラエティーに富んだ 4 本の論文を収めている。私
たちの研究会の分野横断的な議論と、そして 5 名の執筆者の日々の研究の
成果である。本特集が皆様の共創を後押しするものとなれば幸いである。

注
1.

テーマは広く人間科学の課題とされるものから教員や学生らの関心に合わせて選んでいる。

2019 度は「インクルージョンと共生」に関する研究会を実施し、その成果を本誌の前号（第 7
号）にて「特集 2

インクルージョンと共生」として公表した。
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論文

人間のレジリエンスとナラティヴ

日高 直保

要旨
本稿では、人間のレジリエンスとナラティヴの結びつきを
明らかにすることで、人間のレジリエンスについて理解を深
めることを目指した。人間のレジリエンスにおいては、
「意
味の行為」という概念により示される、個人が自らの経験を
意味づける行為、およびそれにより生み出されるナラティヴ
が、重要な要因であると考えられた。個人が危機に直面した
際、その状況を理解し、適応すべく取られる行為が「意味の
行為」であり、人間のレジリエンスと「意味の行為」は深く

目次
1. はじめに
2. レジリエンスについて
3. 問いを考える糸口としてのナラティ
ヴ
4. Bruner の議論からナラティヴとレ
ジリエンスを考える
5. ナラティヴの諸機能について
6. 結論：人間のレジリエンスとナラ
ティヴ

結びついているのである。また、人間のレジリエンスとナラ
ティヴが結びつく背景として、ナラティヴが生成変化を続け
るものであり、経験をネガティヴに意味づけたことによる不
適応も、ナラティヴの再構成によってこそ変化しうる可能性
を指摘した。加えて、ナラティヴは個人が望む行為を実行す
る上で必須であると同時に、個人の世界観や自己観を生み出
し、人間がレジリエンスを発揮する基盤を作り上げる存在で
もあると考えられた。

キーワード
レジリエンス
ナラティヴ
意味の行為

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程；hidakaevh@yahoo.co.jp
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1. はじめに
生きる上で、人間は様々な困難に直面する。病への

患や愛する人との別

れといった、生きていく上で避けられない出来事や、テロや天災への予期せ
遭遇など、私たちの日常を揺さぶる出来事は数多い。
人はそのような出来事に出会うたび、

然とし、悲しみに暮れる。自らの

作り上げた生活が崩れ去り、未来を思い描くことが難しくなる。しかしなが
ら、残

な現実を前に打ちひしがれたとしても、人はそこから立ち上がるこ

とができる。自らの過去と向き合い、その人なりの意味を経験に見出しながら、
その先の人生を歩み始めるのである。
そのような人間の力は、レジリエンスと呼ばれている。工学において用い
られ始めたレジリエンス概念は、災害（渥美 2021）や医療（小笠原

モハーチ

2021）、そして人類進化（中野 2021）といった、様々なテーマに関する研究に
応用されている。心理学においても、1970 年代に研究が始まって以来、レジ
リエンス概念への注目は高く、現在でも盛んな議論が行われている。しかし
ながら、レジリエンスは新しく誕生した、人間が生きる複雑な過程を指し示
す概念であるため、明らかになっていない点も数多い。
では、人は困難に直面したとき、どのように立ち上がり、未来に向けて歩
み始めるのだろうか。大きな悲しみや忘れることができ

痛みに、どのよう

な意味を見出しうるのだろうか。コロナ・ウイルスの大流行という未榮有の
出来事に直面し、新しい生き方を否応なく求められている今、苦難から人が
いかに立ち上がるかを議論することには、大きな意義があると考えられる。
そこで本稿では、レジリエンス概念や経験への意味づけについての議論を
紹介し、両者を結びつけながら、人間のレジリエンスについて理解を深める
ことを目指す。具体的には、レジリエンス概念について概観した後、経験へ
の意味づけ、およびナラティヴといったテーマについての文献レビューを行
う。先行研究の丁寧なレビューを通じて、経験を意味づける行為が、いかに
個人のレジリエンスへと結びつきうるかを示したい。
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2. レジリエンスについて
（1）レジリエンスとは何か
レジリエンスとは、大きな

や深刻な逆境に

された際、個人が発揮す

る力や個人の適応に結びつく要因、良好な適応を達成するプロセスなど、様々
なポイントを含んだ概念である。

1970 年代に、 待の経験や貧困といった、発達を阻害しうるリスクを抱え
ながらも、健康に育っていく子どもたちの存在に注目することから、レジリ
エンスの研究は始まった（マステン 訳本 2020）。現在では、幼児から大人ま
での幅広い年齢層を対象に、身体疾患や災害による PTSD、教育など様々な
テーマとレジリエンスを関係づけた研究が行われている（石井 2009）。
レジリエンスはこれまで、保護要因、適応に至る過程、危機に際しての肯
定的な結果という三つの側面からとらえられてきた。レジリエンスを困難な
出来事に際し発揮される個人要因と考えるか、個人の内外におけるリスク要
因と保護要因の相互作用過程、あるいはその結果とみなすかは、現在でも議
論が続けられている（村木 2015）
。
また、レジリエンスについては多様な議論がなされており、様々な視点
から定義づけることが可能である。先行研究では、Masten, Best & Garmezy
（1990）による「困難あるいは

的な状況にも関わらず、うまく適応する過

程、能力、あるいは結果」という定義や、Grotberg（1999）による「逆境に直面
し、それを克服し、その経験によって強化される、また変容される普
人の許容力」という定義が代表的なものとされている（

的な

藤・岡安 2009）。加

えて、レジリエンスの構成要因についても、個人要因と環境要因をもとにし
た「I am」
「I have」
「I can」の 3 分類（Grotberg 1999）や、資質的要因と獲得的要
因とによる分類（平野 2010）など、数多くの分類がなされている。
レジリエンスの定義は数多いものの、1）ストレスをもたらす

や困難が

存在している状況、2）適応を促進する個人要因および環境要因、3）良好な適
応の 3 点に着目した概念であることは数々の研究間で一致している（太田・岡
本 2017）。しかしながら、その定義や要因の分類、取り扱いについて、見解
が統一されているわけではないことが問題視されている（佐藤・金井 2017）。
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においては、レジリエンスの個人要因に注目した数量的研

究が多く、環境要因の具体的機能および、危機に直面した個人の複雑な変
容プロセスが十分に把握されていないことも問題とされている（太田・岡本

2017）。
（2）問題提起とレジリエンスの定義づけ
太田・岡本（2017）は、レジリエンスについて理解を深める上で、意味づけ
という視点が重要であると指摘した。危機状況に直面した際、個人が自らの
信念とすり合わせながら経験を理解し、得られた理解と信念を統合させる過
程を意味づけととらえ、この視点をふまえることが、個人のレジリエンスを
重層的かつ詳細に理解することに結びつくと考えたのである。
数々の先行研究においても、経験への意味づけはレジリエンスの一要因
として挙げられている（ボス 訳本 2015; サウスウィック & チャーニー 訳本

2015）。ボス（訳本 2015）は、槄失体験にどのような意味づけをなすかによっ
て、希望が見出されるか絶望的かが変わり、肯定的な意味づけなしには人間
のレジリエンスが失われてしまうと指摘した。危機状況をどのように意味づ
けるかが、個人がレジリエンスを発揮する上での中核的なポイントとされて
いるである。
それでは、人間がレジリエンスを発揮する上で、なぜ経験への意味づけが
重要な役割を果たすのであろうか。太田・岡本（2017）をはじめとする先行研
究での指摘を考慮すれば、人間のレジリエンスについて理解を深める上で、
この問いについて検討することには意義があると考えられる。
本稿では、人間のレジリエンスにおいて経験への意味づけがなぜ重要であ
るのか、という問いを考えることを通じて、レジリエンスについての理解を
深めたい。また、以上の問題意識に鑑み、本稿ではレジリエンスを「個人が危
機状況から立ち上がるに際し、適応的に働く個人の能力および過程」と定義す
る。個人の能力とその発揮過程という観点から、前述の問いについて検討し
ていく。

日高｜人間のレジリエンスとナラティヴ

72

特集

コロナ時代に考える「レジリエンス」

3. 問いを考える糸口としてのナラティヴ
本稿では、人間のレジリエンスにおいて経験への意味づけがなぜ重要か、
という問いについて考える

口として、ナラティヴという概念を取り上げる。

ナラティヴとレジリエンスという 2 つの概念を結びつけることで、人間のレ
ジリエンスについて理解を深めることができると考えるためである。
（1）ナラティヴとは何か
レジリエンスとナラティヴについての議論に入る前に、ナラティヴとは何
かをあらかじめ定義する。ナラティヴとは、翻訳すれば物語と表記される言
葉である。物語という言葉が様々な場面で用いられるように、ナラティヴ
という概念も様々な学問分野で用いられるため、その定義も数多い。やまだ
（2006）によると、ナラティヴの定義は 1）時間的夷続を重視する定義、2）始ま
り・中間・終わりという構造を重視する定義、3）生成的機能を重視する定義、
の 3 種に大別できる。

1）の定義はナラティヴの構造を、いくつかの出来事が時間的に夷続づけ
られたものと考える立場である。次いで 2）の定義では、始まり・中間・終わ
りという構造を有するものとしてナラティヴを考える。しかしながら、これ
らの定義は、クロノロジカルな時間や西

的な物語の古典的定型を前提にし

たものであり、時間的および調和的夷続が物語にとって必須なわけではない、
という批判が存在する（やまだ 2000a; 2006）
。
上記の批判をもとに生み出されたのが 3）の定義である。3）の定義では、「2
つ以上の事象をむすびつけて筋立てる行為（やまだ 2000a: 146）」としてナラ
ティヴをとらえる。ナラティヴを完成されたものとみなすのではなく、構成
と再構成が繰り返される中で絶えず変化、生成されていくものと考えるので
ある。
さらにやまだ（2007）は、2 つ以上の事象が結びつけられることで意味が生
み出されると指摘する。そして、事象の結び合わされ方によって意味が変容、
あるいは新生することがナラティヴにとって本質的に重要と考えた。ナラティ
ヴの生成的定義を端的に表現するならば、経験を有機的に組織化し、意味づ
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ける「意味の行為（acts of meaning）」となるのである（やまだ 2006）。
（2）本稿におけるナラティヴの定義
本稿においては、ナラティヴの定義として、3）生成的機能を重視する定義
を採用する。ナラティヴとは、経験を有機的に組織化し、意味づける「意味の
行為」であった（やまだ 2006）。言い換えれば、ナラティヴとは、人間が経験
を意味づける行為および、その行為により生成されたもの、といえる。
以上の定義をふまえると、経験への意味づけという点において、レジリエ
ンスとナラティヴ、2 つの概念が結びつくと考えられる。両者の結びつきに
ついては、総を改めて述べたい。

4. Bruner の議論からナラティヴとレジリエンスを考える
ナラティヴが意味づけという点から定義づけられた（やまだ 2000a; 2006）
ことにより、ナラティヴとレジリエンスの結びつきを指摘することが可能と
なった。そこで本総では、両者の結びつきをより榠明にすべく議論を続けて
いく。
やまだ（2000a）が、ナラティヴを定義する際「意味の行為」という Bruner
（1990）の用語を用いたように、ナラティヴについて考える上で、Bruner の業
楦は一つの理論的基盤となっている。そこで本稿では、Bruner の議論に立ち
返ることでナラティヴおよび「意味の行為」について詳述し、レジリエンスと
の結びつきを榠明化させたい。
（1）
「意味の行為」について
やまだ（2006）は、経験を有機的に組織化し意味づけることを「意味の行為」
と 呼 ん だ。Bruner の 主 著 に お い て も、「organization of experience」
（Bruner

1990: 55）という表現によって経験を体制化するナラティヴの機能について言
及されており、やまだ（2006）の理解は Bruner の主張に反するものではないと
考えられる。
しかしながら、やまだ（2006）が行なったように、「意味の行為」を経験の体
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制化ととらえることは限定的な理解であり、「意味の行為」はより広い射程を
持つとする指摘もある（横山 2018）。
横山（2018）によれば、「意味の行為」とは行為の結果だけでなく、行為の過
程についても理解を深めるべく生み出された概念である。このように解する
と、やまだ（2006）の理解においては、人はなぜ語るのか、あるいは語ること
によって何をなしえるのかといった問いへの応答が含まれておらず、Bruner
（1990）の意図を部分的にしか

み取っていないと指摘しうるのである。

それでは、「意味の行為」について、やまだ（2006）による理解以上にどのよ
うな点を指摘できるだろうか。Bruner（1990）が試みたのは、人間による意
味生成の原理と、その機能を明らかにすることであったと横山（2018）は述べ
る。そこでまず指摘しうるのが、
「意味の行為」が発現する原因についてである。

Bruner（1990）によると、物語が がれ始めるのは、日常において、個人
が当然のこととして他者と共有している信念が

かされた時である。物事が

在るべき形で存在している時、ナラティヴは必要とされない。むしろ、常識
から逸脱するような事態に直面した時、ナラティヴが必要となる。言い換え
れば私たちは、未知の事態を理解するために、「意味の行為」へと取り掛かる
（Bruner 1990; 横山 2018）。
そして、ナラティヴの機能は、直面した事態の逸脱性を緩和し理解可能な
状態を作り出すことにある（Bruner 1990）。上記をまとめると、「意味の行為」
とは、常識や通例性が破夔する事態に直面し混乱状態に陥った個人が、破夔
を乗り越え平楘を取り戻すべく、事態を理解可能としうる意味を探

する行

為といえよう（Bruner 1990; 横山 2018）。経験を有機的に組織化し意味づける
「意味の行為」の背景には、常識の破夔とそれによる混乱、そして混乱状況か
ら適応へと向かおうとする動きが存在しているのである。
（2）
「意味の行為」とレジリエンス
前節においては、Bruner が提綧した「意味の行為」について詳述した。続く
本節では、「意味の行為」とレジリエンスの結びつきについて述べたい。
先述したように、「意味の行為」が発現し機能する背景には、常識の破夔と
それによる混乱、そして混乱状況から適応へと向かおうとする動きが存在す
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ると考えられた。そして、このような「意味の行為」の発現条件およびその機
能については、第 1 総において紹介したレジリエンス概念の 3 要素との共通性
が指摘できる。
常識や通例性が破夔する事態に直面する事態は、ストレスをもたらす
への直面と換言することが可能であろう。そのような事態において、未知の
状況を理解し平楘を取り戻すため、換言すればストレスを緩和し状況に適応
するため、作動するのが「意味の行為」であると考えられる。つまり、個人が
的状況に直面した際、適応に向けてレジリエンスを発揮する上で現れる
動きの一つが、「意味の行為」であるといえよう。

Bruner（1990）は、経験を物語の形式で体制化する傾向を、人間が生得的
に有していると考えた。人間が生得的に有する傾向性と環境からの

激が重

なり合う中で、経験をナラティヴ化する力が育まれるのである。その結果と
して、不測の事態に直面した際、「意味の行為」という形で危機を乗り越えよ
うとする動きも可能になる。
これまでの考察を総括すれば、「意味の行為」および経験をナラティヴ化す
る力は人間に元来備わったものであり、危機に直面した状況において、適応
的に働く個人の能力および行為であるといえよう。言い換えれば、「意味の行
為」および経験をナラティヴ化する力は、人間におけるレジリエンスの一要因
であると考えられる。
本稿の目的は、人間のレジリエンスにおいて経験への意味づけがなぜ重要
か、という問いについて検討することであった。これまでの議論をふまえると、
本稿の主題となる問いは、人間のレジリエンスにおいて、ナラティヴおよび「意
味の行為」はなぜ重要であるのか、という問いへと換言できよう。

5. ナラティヴの諸機能について
本稿の冒頭で掲げた問いは、人間のレジリエンスにおいて、ナラティヴお
よび「意味の行為」はなぜ重要であるのか、と換言された。では、この問いに
はどのように答えることが可能であろうか。

Bruner の議論をもとに、ナラティヴについて論じた森岡（2015）は、物語
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の形で出来事を結びつけていく中で経験に意味が見出され、それにより人間
は現実を生み出す、と述べる。人間にとって現実とは、事実の総和ではなく、
事実に対する意味解釈の結果として生み出されるものなのである（森岡 2015）。
森岡（2015）の議論をふまえれば、ナラティヴや「意味の行為」は、経験への
意味付与を通じて、人間が生きる現実を作り出す、といえよう。そうである
ならば、人間のレジリエンスにおいてナラティヴや「意味の行為」が重要であ
る理由は、ナラティヴが現実の

出およびその再構を可能にするため、と考

えられるのではないか。
以上の推論について議論を進めるべく、本総ではまず、ナラティヴの諸機
能について詳述していく。
（1）現実を創出、再構するナラティヴの機能
私たちが何らかの出来事を思い出す時、事実を時間的に順続立てる形で過
去を振り返るのではなく、いくつかの場面を結びつけ、それらがつながりを
持つものとして過去を描き出す（森岡 2015）。そのため、一つの出来事であっ
ても、体験者によって様々な描き方がなされる。そして、自らが編み出して
きたナラティヴに合う形で、その個人にとっての現実が生み出されていくと
される（Bruner 2002; 森岡 2015）。
「意味の行為」による経験の体制化を通じ、出来事に対する個人的な意味付
与が積み重なっていく中で、その個人にとっての現実が

り出されるのであ

る。以上をふまえると、ナラティヴおよび「意味の行為」には、個人の現実を
出する機能が備わっていると考えられる。
また、「意味の行為」を通じて、事象の結びつけ方を変化させることにより、
個人が経験に見出す意味を変化させることができる（やまだ 2006）点も重要で
ある。やまだ（2006）が述べるように、過去の事実は変えることはできなくと
も、ナラティヴは変えることができる。それにより、経験に否定的な意味付
与がなされ、現実をネガティヴなものとみなすナラティヴが生み出されたと
しても、それを変化させることが可能になるのである。
以上の議論から、ナラティヴおよび「意味の行為」には、個人の現実を

出

するだけでなく、個人の現実を再編していく機能が備わっていると考えられ
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る。経験に肯定的な意味づけがなされれば、その個人が生きる現実も肯定的
なものとなり、適応がうながされるであろうことは想像に難くない。
また、現実や自己に対しネガティヴな認識が生じ、それが苦しみを生じさ
せている場合であっても、経験への意味づけを変化させることで、肯定的
な認識を生み出し直すことも可能といえる。そして、経験を意味づけなおし、
苦しみから適応へと向かう流れこそ、人間のレジリエンスと呼ぶべき運動で
あろう。
（2）ナラティヴと自己の関係
前節では、現実を

出、再構するナラティヴの機能について言及すること

を通じ、人間のレジリエンスとナラティヴの結びつき方を具体的に示した。
両者の結びつきについて議論を進めるに際し、もう 2 点、ナラティヴが深
く関係していると考えられる事象に言及したい。その 1 つは、「意味の行為」
を実行する存在、すなわち、物語る行為の主体となる自己である。
自 己 と は ど の よ う な 存 在 で あ る か、 と い う 問 い に 対 す る 最 も 簡

な

説 明 と し て、Bruner（1990） は Polkinghorne（1988） に よ る 記 述 を 挙 げ た。

Polkinghorne（1988）によると、自己とはナラティヴを通じた経験の体制化に
よって生み出されるものであり、新たな経験をふまえ常に更新され続ける動
的な存在である。
また、自己としてのまとまりの中には、その人物がどのような存在であっ
たかという過去だけでなく、どのような存在になりうるかという未来も含
まれるとされる。さらに、個人のおかれた状況や、社会的規範といった社
会的な要因が、自己の生成に大きく関係することも重要なポイントである
（Polkinghorne 1988）。
自己はナラティヴを通じて

造され続けるのであり、経験をナラティヴ化

する力がなければ存在しない、と Bruner（2002）は主張した。Polkinghorne
（1988）や Bruner（1990; 2002）の議論をふまえれば、自己とは、ナラティヴ
を通じた体制化を通じ、個人の過去や未来、そして個人が置かれた状況など、
様々な要因を編み直す中で生み出され、変化していく動的存在といえる。
前節で言及した現実と同じく、自己という存在も、ナラティヴを通じ経験
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を体制化していく中で、 出、再構されていくのである。つまり、人間にとっ
てナラティヴとは、自己という形で自らの連続性を確保するために、欠かせ
ない手段でもあると考えられる。ナラティヴは、個人がレジリエンスを発揮
する基盤となる自己そのものを作り出すといえよう。
（3）行為へと結びつくナラティヴ
次に、ナラティヴが深く関係していると考えられる事象として、個人の行
為について述べたい。

Bruner（1990）によれば、何が起きたかについてのナラティヴは、だから
どうしたいのか、という条件を満たすよう方向づけられるとされる。自らの
望む行動をとる際に、常識や通例性とすり合わせる上で、ナラティヴは重要
な役割を果たすのである（Bruner 1990）。

Bruner（1990）の指摘をふまえれば、不測の事態を理解するためにナラティ
ヴを作り上げることは、その理解をもとに、どのような行動をとるかという
選択、および行為の実行に結びつくといえる。言い換えれば、経験をナラティ
ヴ化することができなければ、自分の行動や目的を自他に対し正当化するこ
とができず、過去の経験と自らの望みをふまえた行動を取りえないのである。
ナラティヴは、現実の認識や自己の連続性を生み出すことに加え、常識や
通例性をふまえながら、自らの望む行動を実行へと結びつける機能を有する
のである。

6. 結論：人間のレジリエンスとナラティヴ
前総において、ナラティヴと現実、そして自己との関係について論じた。
続く本総では、これまでの議論の総括として、人間のレジリエンスにおいて、
なぜナラティヴや「意味の行為」が重要であるのか、という問いに答えること
を目指したい。
（1）ナラティヴの諸機能と人間のレジリエンス
ナラティヴは、個人が生きる現実や、個人の同一性を保証する自己を

出し、
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再構する機能を有する。ナラティヴの再構機能に着目すれば、個人がネガティ
ヴな世界観や、自己否定的な考え方を有し、それが不適応に結びついている
場合であっても、ナラティヴが生成変化するものであるからこそ、それらの
転換が可能になるといえる。
そして、ネガティヴな世界観や自己観を再編し、環境に適応していく過程
こそ、人間のレジリエンスと呼びうる運動と考えられる。人間のレジリエン
スにおいて、ナラティヴや「意味の行為」が重要であるのは、個人の生きる世
界がナラティヴによって

り上げられており、ナラティヴを通じてこそ、そ

の再編が可能になるためであるといえよう。
また、自らの望みに合わせた行為を可能にするという点でも、ナラティヴ
はレジリエンスに結びつくと考えられる。自分の考えに合わせ、目標設定や
行動を取れることはレジリエンスの一要素とされる（平野 2010）。平野（2010）
が指摘するような、自己理解に合わせた行為の実行を可能にするという点で
も、人間のレジリエンスにおいてナラティヴが重要性を有するといえよう。
さらに、ナラティヴは個人の現実や自己を作り出すことで、個人が生きる
基盤そのものを

出することも指摘できる。Bruner（2002）が述べるように、

ナラティヴがなければ、自己は存在せず、現実を構成する事も難しいと考え
られる。そして、現実を構成できなければ、私たちの経験はカオスそのもの
となり、種としての生存すら危ぶまれただろう（Bruner 2002）。
同一性を有する自己が存在しなければ、経験の連続性も存在せず、個人が
レジリエンスを発揮することは極めて難しいと考えられる。また、現実を構
成する能力がなければ、経験を夷続立てて認識する事ができず、レジリエン
スを発揮する余地そのものが失われてしまう可能性も指摘できる。
以上の議論をふまえれば、個人が世界の中で生き、レジリエンスを発揮す
る土台そのものを、ナラティヴが生み出しているといえよう。このような理
由によっても、人間がレジリエンスを発揮する上で、ナラティヴや「意味の行
為」が欠かせない要素となっているのではないだろうか。
（2）さらなるレジリエンス理解のために
本稿では、人間のレジリエンスとナラティヴ、それぞれの概念について説
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明し、両者の結びつきについて論じてきた。その結果として、人間のレジリ
エンスにおいて、なぜナラティヴや「意味の行為」が重要であるのかという問
いに対し、一つの回答を提示できたと考えられる。
しかしながら、人間のレジリエンスについて理解するためには、さらなる
課題も存在している。例えば、ナラティヴを通じた現実や自己の

出には、

他者との相互作用が強い影響を与えるとされる（やまだ 2000a; Bruner 2002）。
そうであれば、人間のレジリエンスとナラティヴの結びつきに、他者との対
話という要素も絡めた考察が必要になるだろう。
また、やまだ（2000b）が指摘するように、ナラティヴは諸椄の剣であり、
経験へのネガティヴな意味づけにより、個人の適応が難しくなる可能性も指
摘できる。経験をナラティヴ化すれば、個人が必ずレジリエンスを発揮でき
るというわけではなく、どのようなナラティヴがレジリエンスに結びつくの
かという点についても、検討する必要があると考えられる。
個人がレジリエンスを発揮する上で、他者の存在や他者との対話はどのよ
うな役割を果たすのか。そして、どのようなナラティヴであれば、それがレ
ジリエントなものとなりうるのか。これらのテーマは、それぞれ重要なテー
マではあるが、丁寧かつ慎重な検証を必要とする問いでもあるので、今後の
研究課題として提示するにとどめたい。
本稿においては、人間のレジリエンスとナラティヴの関係性と、人間のレ
ジリエンスにおけるナラティヴの重要性が示された。これまでの議論が、両
者を結びつける研究の端緒となることを期待し、本稿を閉じたい。
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RESEARCH ARTICLE

Human Resilience and Narratives

Nao HIDAKA
Abstract

This paper is aimed at deepening our understanding of human resilience by clarifying
the connection between human resilience and narratives. The act of making sense of one's
own experience and the narrative associated with that act both contribute to resilience. When
an individual is faced with a crisis, the act of making sense of, and adapting to, the situation is
an "act of meaning". Human resilience and "acts of meaning" are deeply connected. Narratives
are continuously generated and ever changing. Maladaptation due to negatively perceived
experiences can be changed only by reconfiguring narratives. In addition, narratives enable us
to carry out our desired actions, help to form our view of the world and ourselves, and create
the foundation for human resilience.

Keywords : Resilience, Narratives, Acts of Meaning
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論文

人類進化におけるレジリエンス
中野 良彦

要旨
生命の誕生から現代人までの進化の歴史を、レジリエンス
という視点から考察した。地球は約 46 億年とされるその歴
史の中で大きな環境変化を何度も繰り返してきた。それによ
り、生物の大量絶滅が引き起こされ、そのたびに生き残った
少数の種から新たな環境における適応放散が生じた。人類に
おいても、その進化の始まりである樹上性から地上性への変
化をはじめとして、何度も生活様式を環境に適応するように
変化させ、その結果として現代のような全地球的な拡散と繁
栄を導くことを可能とした。しかし、その現代における物質
文明は副産物として多くの問題を抱えている。とくに、人類
全体に関わる環境改変と現代病といわれる様々な疾患は、急
速に変化した現代環境と深い関係がある。そのために、われ
われがすべきことは何であるのかについて、生物が生き残っ
てきた過程を振り返ることにより、環境適応がなぜ可能で
あったのか、そのためには何が必要であるのかといった点を
生物学的な視点を中心に考察した。

目次
１. はじめに
２. 生物進化とレジリエンス
2.1 初期生命体の誕生
2.2 地球環境の変化
2.3 生物の多様化と大絶滅
2.4 恐竜の絶滅と哺乳類の繁栄
2.5 霊長類から人類へ

３. 人類の進化におけるレジリエンス
3.1 直立二足歩行の獲得
3.2 仲間と暮らす
3.3 道具の使用
3.4 出アフリカ

４. ホモ・サピエンスの環境適応
4.1 道具の発達と大脳の発達
4.2 地球全域への拡散
4.3 生物学的適応と文化的適応
4.4 農耕の開始と文明化

５. 人類の未来は？
5.1 環境を改変する奇異な動物
5.2 進化史から考える
5.3 生物多様性とレジリエンス

６. まとめ 人間科学とレジリエンス

キーワード
環境変化
適応
人類進化
生物多様性
心の免疫
大阪大学大学院人間科学研究科；nakano@hus.osaka-u.ac.jp
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1. はじめに
生物学で使われていた用語で、他の分野や一般生活で使われるようになっ
たものは数多い。代表的な例が「適応」で、生物学における本来の意味は「環境
にしたがって生物が形態や習性を変化させること」であるが、一般的には「個
人が社会生活を問題なく送れるようになること」といった意味で使われている。
「進化」もいうまでもなく生物学の用語であるが、社会の進化、技術の進化など、
現在では幅広い場面で使われている。
それに対して、
「レジリエンス（resilience）」という語はどうであろうか。元々
は反発力などをあらわす工業的な用語であったとのことである。それが、心
理学で使われるようになり、その他の社会科学や人文科学においても使われ
るようになってきている。しかし、生物学においては、生態学分野において
使われてはいるが（Ennos 2015）、まだレジリエンスという用語はあまり用い
られてはいない。
しかし、生物の進化史を考えてみると、現在の地球上に存在する生物自体
が 40

年にわたる長い地球の歴史の中で、何度も訪れた激しい環境変化に

対してレジリエンスを発揮してきた結果なのではないかと思えてしまう。も
ちろんレジリエンスという用語が生物学の範囲に適用できるのかについては、
まだまだ議論が必要であると思われるが、ここではレジリエンスの機能的側
面との類

性から、生物の適応の歴史をレジリエンスの結果として論じてい

きたい。
古生代におけるスノーボールアースといわれる時期、数度にわたる大量絶
、近年の淪河期の繰り返しといった時期には、実際に多くの生物種が絶
している。しかし、どれほど緁悪な地球環境であっても、生き延びた生物た
ちがおり、そこからまた新たな系統進化が始まり、適応放散を繰り返していっ
た。その結果として、

トをはじめとした生物たちが現在の地球上に存在し

ているのである。
それでは、そうした生き残った生物たちというのは単なる
しているのであろうか。進化の結果が
ある問題であるが、どれほど幸運な

然の結果を示

然か必然かというのは未だに議論が
然が作用したとしても、生き残るため
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の必然的な要素、すなわちレジリエンスに相当する力を備えていなければ、
絶

という波を乗り越えることは不可能であったに違いない。そして、この

ことは生物の長い歴史においてのみではなく、現在の人間社会における様々
な問題においても同様なのではないだろうか。
そうした意味を込めて、地球における生命の登場からわれわれ現代人（ホモ・
サピエンス）までの長い生物進化の道筋についてレジリエンスという点を念頭
に振り返ってみたい。ただし、生物の歴史を振り返る作業はその結果から考
察するしか方法がない。そのため、レジリエンスという概念が当てはまるの
かどうかについては、あくまで推測の域を出ない。

2. 生物進化とレジリエンス

2.1 初期生命体の誕生
2020 年 12 月に小型惑楄探査機「はやぶさ 2」が地球に無事帰還し、小惑楄か
らサンプルを持ち帰った。はやぶさ 2 のミッションの一つとして、初期の太
陽系に近い状態を現在でも保っている始原天体からサンプルを持ち帰ること
があげられており（JAXA 2013）、このサンプルを分析することで、生命の原
材料物質を解明するという大きな科学的意義があるという。地球上に生命体
が登場したのは、約 40

年前とされているが、その過程はまだほとんど解明

されていない。生物の身体を形成する基本的な単位であるアミノ

について

は、アンモニアなどを利用して実験的に合成が可能となっている。はやぶさ 2
のサンプルは、その合成の場が宇宙であったのか地球であったのかを教えて
くれる可能性がある。もし、地球がその場であったとしたら、40

年前の地

球環境は生命誕生のための槅大な実験場を形成していたのかもしれない。
地球は約 46

年前に太陽系の形成とともに誕生したと考えられている。宇

宙空間で椅やガスが

縮していき惑楄の原型となっていった。温度が下がっ

てくると鉱物が固体化し、質量は小さいが密度が高いという特徴をもつ岩石
型惑楄となった。大気は、元々水素やヘリウムなどであったとされるが、そ
れらは拡散していき、地表から放出された水緸気、一

化夐素、二

化夐素、

夸素などで占められるようになる。さらに、その後地球の温度が徐々に下
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体すなわち雨となって、地表面に原始の海を形成し

た。ただし、大気が現在とは大きく異なっているのと同様に海も現在とは違い、
多様な化合物が紾け込んだ有機体スープと呼ばれる高温の紾
の化学実験の紾浓のような環境下で、約 40
される。この時代には遊離
しない嫌気性細

であった。こ

年前に原始生命体が誕生したと

素はまだ存在せず、これらはすべて

素を利用

であった。

こうして誕生した生命体は海中の有機物や他の生命体を取り込んで栄養と
していたが、やがて自主的に栄養分を作り出す生命体、光合成細
光合成細

は水と二

が誕生した。

化夐素から夐水化物を合成することにより、太陽から

の光エネルギーを化学エネルギーに変換して栄養分として夵え、その副産物
として

素を放出する。この光合成細

ることとなる。大量に放出された
た。海水の

和量を超えると

の大量発生が地球環境を大きく変え

素は、まず海中の物質を

化し、練化し

素は大気中に放出され、地表面の物質を

していった。たとえば地上の佽と反応して

化

化佽、いわゆる赤さび状態となり、

赤土の土緭を形成した。そのことから赤土の土緭はこの時代に形成された非
常に古い地層であることがわかる。さて、
ネルギーを生み出す好気性細

素量の増加は

素を利用してエ

を繁栄させていく。逆に嫌気性細

は

素が

増加するとその殺菌作用により身体自体を維持することすら困難となる。ま
た、

素を利用した倸緆エネルギーの方が、嫌気性細

の発

作用によるエ

ネルギーよりも効率がはるかに高く、これらの理由から、徐々に嫌気性細
は衰退していき、地球上のほとんど（すべてではない）の地域から姿を消すこ
とになった。

2.2 地球環境の変化
素は地表面を練化した後、成層圏でオ
射線や強力な

外線の入射を阻止するようになり、地球環境の安定化をもた

らした。しかし、

素と好気性細

の増加には大きなマイナス面も存在した。

素偀度が高まる以前の大気には嫌気性細
室効果の高いメタンガス（二
いたのだが、

ン層を形成し、地球外からの放

の発

作用により生産された温

化夐素の約 25 倍、JCCCA）が大量に含まれて

素の増加によりメタンを生成する嫌気性細

は減少していっ
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冷化していった。その結果、全球侩結（スノーボール

アース）の状態となり、地表面全体が淪で渳われてしまったのである。この時
期が地球生物にとって最初の大きな危機といえるであろう。そこで生物はど
のようにしてその危機を脱したのか、そして、そこには生命体としてのレジ
リエンスが見いだせるのであろうか。
結果からいえば、

然によってこの危機を脱したといえるかもしれない。

全球侩結状態であっても地球内部はずっと高温状態を保っており、その排出
口である火山やその派生物である温榇は地表面に点在していた。そしてその
周辺では生物が生存することが可能であった。そうした場所で、生命体はそ
の命をつないでいたのである。そして地球内部の活動が活発となる時期が訪
れると地球各地で激しい火山活動が始まった。地表における火山渽火は二
化夐素偀度を増大させ、急速に地球の温度を高めていった。その急激な温度
上昇は淪を解かすだけでなく、大きな気象変化をもたらし、

大ハリケーン

や大きな津波などを発生させた。それにより、海底に長期間にわたって夵積
されていた有機物や栄養物質が海中に拡散されていき、生物はそれらを取り
込むことにより、爆発的な進化を見せた。そして多様な種が登場し、その中
には身体各部が異なる機能をもつ複雑な多細
た種は口と

生物が含まれていた。こうし

門をもつ体腔生物であり、また身体支持構造をもつ有骨格動物

が進化していった。

2.3 生物の多様化と大絶滅
約 5.5

年前のカンブリア紀において、カンブリア爆発と呼ばれる動物の

急激な多様化と個体数の増加が進んだ。その中で生き残っていくためにそれ
ぞれの種は身体構造における多様な戦略を進めていった。代表的な器官の発
達が眼である。捕食者も被捕食者も眼をもたないものは生存

争に浉れて

いった。そしてもう一つが運動能力の発達である。運動を生起させるものは
筋であるが、筋が発達するにはそれが付着する
いわゆる骨格や

組織が必要である。そのため、

を獲得した生物が登場した。さらに、その中から外骨格性

のものと内骨格性のものがそれぞれ進化していった。前者の代表が節足動物
であり、後者の代表が楧奻動物である。
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こうして多様化した生物はそれぞれのニッチの獲得に激しい

争を繰り返

しながらも、生物全体としては繁栄を続けてきたかのように思われるが、実
際にはその後も地球環境の大きな変化という試練が繰り返し課されてきた。
そしてその時期に起きたのが生物の大量絶
大量絶

である。

は地球上 5 回（あるいは 6 回）起こったとされており、そのたびに

地球上の全生物の約 80 ～ 90 ％が絶
には解明されていないが、

したとされる。その原因は、まだ完全

冷化や温暖化、

素偀度の減少、火山活動の活

性化などの説が出されている。いずれにしても、それぞれの絶

期の後は生

き残ったものから新たな適応放散が生じ、次の繁栄を示すようになる。
こうした過程により、生物
うした絶

の入れ壐わりが行われてきた。楧奻動物もこ

をくぐり抜けてきた生物

の一つであるが、その中でも、次々と

進化の新たな段階へと階段を上っていったグループである。最初の楧奻動物
である
プの

類は海中で進化したが、現在では一般的によく見られるようなタイ
類、いわゆる

骨

類が支配的となり、異なるタイプである軟骨

類

はサメやエイの仲間などに限られている。こうした状態に至るまでには独自
の適応過程があるとされるが、その過程は

骨

類の榵先におけるレジリエ

ンスの結果を示しているといえるかもしれない。
骨

類の榵先はもともと海中では

争力が弱いグループであったとされ

る。そのため、生息環境として恵まれている海中での
が厳しい夎水域である大河の河口などの水中の
追いやられたらしい。

骨

類は水中の

争に浉れ、生息環境

素偀度が低く壱った水域に

素の少なさを補うため、大気を体

内に夵える器官として原始的な济を獲得し、壱った水中で

を採るため視力

を発達させ、運動能力を高めるためしっかりとした骨格を獲得していった。
そしてふたたび海中に進出し始めるとこうした発達した特徴により、海中で
それほど進化が進んでいなかった軟骨

類を駆夶し、ほぼすべての水域を支

配するようになったと考えられている。その後、海水は
ため、济は必要ではなくなったが、うきぶくろとして
骨

素含有量が大きい
楪を残している。軟

類であるサメやエイの仲間はうきぶくろをもたない。
こうした

骨

類の進化過程はレジリエンスの基本的なあり方を示してい

るように思われてしまう。危機的状況に追いやられても、その中で、生き残
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れるような適応と進化を示し、その結果、以前よりも発達した身体的あるい
は生態的特徴を獲得して、繁栄へとつなげていったのである。

2.4 恐竜の絶滅と哺乳類の繁栄
楧奻動物は両生類へと進化し、さらに

奄類となって本格的な陸上への進

出を果たした。陸上での生活は、水中とは異なり、むしろさらなる苦難の道
であったといえるであろう。呼吸様式の変化、重力の影響、採食の困難さ、
様への耐性（とくに絠）など、克服すべき多くの問題が拡がっていた。そして、
それを解決した楧奻動物が

奄類である。

奄類は陸上を中心に、多様な適応放散を示し、多くのグループに分化し
ていったが、今から約 2
大量絶

5 千万年前のペルム紀末に地球史上最大といわれる

が起きた。この絶

の大きな要因はパンゲア超大陸の形成にともな

う火山活動の活発化に起因した
下では、少しでも効率の良い

素の欠乏であったとされている。その状況

素の取り込み機能を獲得したグループが生存

に有利となる。そして、それを成し遂げたのが

綂であった。

綂は気

と

いう一種のポンプのような器官により济の中で空気を絽環させていた。それ
により、取り込んだ空気中の
である。この機能は

素を効率よく体内に取り込むことができたの

綂の子墱であるとされている鳥類に受け継がれ、

素

の希薄な高い上空での運動を可能としている。
他の動物より有利な特徴を獲得した
球の支配者として

綂は、以降 2

年近くにわたって地

臨する。しかしながらその支配も次の大量絶

わりを迎えることとなる。その大量絶

により終

は外的な要因、すなわち小惑楄の緗

突によるものであったとされる。今から約 6500 万年前頃、直

約 10km の小

惑楄がメキシコのユカタン半島付近に緗突した。その影響は甚大で、
同時代の大型
ている。

奄類をすべて絶

綂の絶

綂や

に追いやってしまったと一般には考えられ

は他の要因によるとする説もあるが、いずれにしてもこ

の時期に多くの生物種が姿を消した。そして、ここでもやはり生き残った生
物

が存在し、その一つが
値類はもともと

値類であった。

奄類の系統の一つであったが、かなり早い時期に分化

し、ペルム紀末の大量絶

における

素欠乏も独自の機能を進化させること
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により乗り越えた。それが腹式呼吸である。腹式呼吸は

綂の気

による空

気の絽環よりは緁るが、やはり他の動物よりは効率的な呼吸方法であった。
济に空気を吸い込むために横隔
りペルム紀末の大量絶

の収縮を利用するのである。この機能によ

を生き抜いた

していた時代は苦難の時代であった。

値類の榵先であったが、

綂の繁栄

綂などの捕食者から逃れるため、小

型の夜行性動物となり、生きるために何でも

として食べ、常に

れるよ

うにして系統をつないでいた。ただ、その長い期間に、非常にユニークな特
徴を獲得していった。それが壓生である。腹式呼吸を可能にするために腹部
の緩骨が消失していったことが壓生を可能にしたとも考えられている。そし
て、 綂が絶

すると、小型で雑食性という特性が生き残る上で有利に働いた。

小惑楄の緗突により、植物が育たなくなっても、最低限の栄養をとることが
できたのである。こうして生き残った
大型鳥類との

値類は、

綂の子墱である地上性の

争に勝ち、次の時代へと繁栄していくことになる。鳥類は絠

を産まざるを得ず、その絠を絓われれば、子墱を残すことができないが、壓
生である
上や

値類にはその危険がなかったのである。現生の鳥類の多くが、樹

などに槔を作り産絠するのは、そうした危険を避けるための方策である。

新たな支配者となった

値類は多様な適応放散を示していった。その中で

樹上空間という生活場所に適応したのが綻長類である。

2.5 霊長類から人類へ
約 6500 万年前頃、樹上へと生活場所を移した初期の綻長類は、地上での
争に浉れた弱々しい存在で、小型の夜行性で雑食性であり、槔を作り単独
生活を行う、といった

綂時代の

値類がもっていた基本的な、いいかえれ

ば原始的な特性を受け継いでいた。それが、樹上という生活場所で暮らすう
ちに独自の進化を遂げる。植物に関して、この頃から顕花植物が増加してい
き、樹上には栄養豊富な多くの果実が実るようになった。綻長類はこうした
ご馳走を食するようになった結果、身体が大型化していった。また、樹上は
地上に比べて安全な場所であったため、夜間にこわごわと活動する必要もな
くなり、昼行性の種が増加していった。また、単独生活よりも繁縁に有利で
ある

れを形成するようになった。そして、多様な種の中から約 3000 万年前
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頃、アフリカの熱帯地域で類人

が登場した。綻長類は種によって多様な樹

上環境に適応しているが、類人

は他の綻長類に比べて熱帯性の森林環境へ

の依存度が高い。類人

は他の綻長類より比較的身体が大きく、その分より

多くの栄養が必要であり熱帯林の豊富な実りを必要としたのである。
しかし、今から 1200 万年前頃からアフリカ大陸で新たな地
いわゆるリフトバレー、大地

変動が起きる。

帯の形成が始まったのである。このことが東

アフリカの環境を大きく変化させる。本来、アフリカの赤道付近の熱帯雨林
は大西洋から運ばれる

った空気によって形成されてきた。しかし、リフト

バレーの形成にともなって高山地帯が出現したことにより、この

った空気

が紛られ、東アフリカでは降雨量が少なくなっていった。また、地球全体に
おいて気温が低下傾向を示し、そうした要因も重なって、東アフリカでは徐々
に森林が減少し、サバンナへと変化していった。そうなると、熱帯雨林に依
存していた類人
いた類人

は危機を迎える。リフトバレーの西側に残った熱帯雨林に

は、ゴリラやチンパンジー、ボノボへと進化していった。東側

の森林の衰退に直面した類人

は、草原での生活に適応せざるを得なくなり、

おそらく、多くの種が適応できずに絶

していったことであろう。その中で、

地上での生活に適応した種が人類であった。それではなぜ、この大きな危機
的状況を乗り越えて、人類への進化が可能となったのであろうか。

3. 人類の進化におけるレジリエンス

3.1 直立二足歩行の獲得
人類の最も大きな特徴は直立二足歩行であるとされている。直立二足歩行
を進化させたことが地上生活への適応に大きく関係していることは間違いな
い。しかし、多くの綻長類に見られるように樹上で四足歩行を行っていたも
のが、いきなり二本足で地面に立つようになったとは考えにくい。一般的な
説として、まだ完全な直立性や二足歩行性を獲得する以前の運動様式（たとえ
ばチンパンジーのナックル歩行やテナガザルのブラキエーションなど）で、樹
上と地上との往き来を繰り返しているうちに、直立二足歩行を確立していっ
たのであろうと考えられてきた。しかし、エチオピアの 440 万年前の地層か
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人の化石の形態学的研究（White et al. 2009）によれば、

樹上ですでに直立していた可能性が高いとされている。そのことから考える
と、森林が消えていくという状況の中で、それに対応する準備段階ができて
いた種のみが地上生活に対応することができたのかもしれない。いわば形態
的な適応的進化が、レジリエンス的な機能として備わっていたのであろう。

3.2 仲間と暮らす
人類が地上で暮らす上で重要な変化は形態的特徴だけではない。生活様式
もまた変容していった。

れで暮らすことは樹上と同じであったが、厳しい

生活を送らねばならない地上では、ますます仲間との
違いない。
して

が強まっていったに

人の段階では、ゴリラなどと同じように強いリーダーを中心と

れ内に順位があったと考えられる。しかし、地上の厳しい環境で生き

残っていくには、そのままでは困難であった。
ていく頃には、新しい

れのあり方として、

人から原人へと移り変わっ
れの成員同士の互いの助け合

いの要素が非常に強くなっていたと考えられる。食料を得るための紱綑、骨
盤の変化や脳の拡大によって難産となった出産など、他者の協力を必要とす
る場面が増加していった。そうなると年長者の補助や知識が重要視されるよ
うになり（山極 2018）、食料獲得能力の向上と相まって紻命も延長していった。
こうした中で、コミュニケーション能力も強くなっていったであろう。

3.3 道具の使用
地上で暮らす上で、人類の文化的発達の第一歩は道具使用の開始である。
道具の使用もまた人類の大きな特徴であるとされる。おそらく最初は、落ち
ている木の枝や絥骨、石などを振り回したり、壷いたりしていたのであろ
う。現生の綻長類でもこうした行動はよく観察されている。そのうちに割れ
た石の断面が

利な椄物の役割を果たすことに気づき、さらに自分たちの手

でそれを作り出すようになり、いわゆる石器を楐作するようになった。石器
の発明と利用は、生活とくに採食に関して重要な変化をもたらした。

人の

段階では綻長類と同様に植物食が中心であったが、死倠あさりなどで徐々に
倠食が増加していった。倠食は良質なタンパク質の摂取という点で非常に重
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要であり、そのことが脳の発達を促したとも考えられている。いずれにしても、
原人になると、紱綑採集による倠食が中心となり、紱綑や解体、調理などの
必要性から道具の発達は必要不可欠であった。
そして、最大の道具と呼べるものが火である。火の利用を始めたことにより、
人類は生活様式を大きく変化させ、その生息域を拡大させていった。

3.4 出アフリカ
道具の発達は人類に栄養源の増加をもたらし、紻命の延長や人口増加をも
たらした。そして、アフリカ大陸で誕生した人類は、アフリカ以外の土地へ
と進出していく。ジョージアのドマニシで発見された 180 万年前とされる原
人化石がその最も古い証拠とされている。この原人は形態的にはすでに現代
人とほぼ同じ構造と機能を有しており、長い距離を移動することも可能であっ
た。そして原人は急速にユーラシア大陸の広い範囲へと拡がっていく。ただし、
地域によっては道具の発達をはじめとする文化的適応がなければ生活が困難
な場合もあったであろう。

食住すべてにおける道具の発達がこの拡散の大

きな要因であり、中でも火の使用がまさしく革命的な進歩であった。火の利
用により、

さをしのぐことが可能になり、夜間でも周囲を明るくし、捕食

絥から身を守り、紱綑の道具としても有効であった。また火を調理に用いる
ことにより利用できる食材は増加し、ある程度の保存も可能となった。有名
な北京原人の発掘調査が行われた保

内では多くの夐素が含まれた場所が確

認されており、そこで火が使われていたのであろうと考えられている。
さて、原人は分類学的にはわれわれ現代人（ホモ・サピエンス）と同じホモ
属の種であり（

人は異なる属に分類される）
、われわれと同じ基本的な特質

をほぼ備えていた。体表面からは体

がほぼ消失し、発

作用が発達し、運

動機能もほぼ同じ程度であり、脳の大きさもほとんど変わらない範囲まで拡
大している。われわれと原人を分けるものはさらなる文化的な発達と、それ
に関連する新たな人間性という点に集約される。
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4. ホモ・サピエンスの環境適応

4.1 道具の発達と大脳の発達
ホモ・サピエンスの生活圏の拡がりと石器を中心とした道具の発達とは高
い関連性がある。時代が進むにつれて、石器の楐作技術は発達し、洗練され
た石器が大量に作られるようになった。また、目的に応じて石器も細分化し
ていき、その種類も増えていった。
物の

を

服に関しては、動物の涼を利用し、動

として骨楐の椀で縫い合わせたものを着るようになり、

さや切

り傷から身体を保護できるようになった。大きく涼を縫い合わせたものはテ
ントとして住居に利用された。食においては、紱綑道具として
どが使われるようになり、 の先には細石器の

やワナな

じりがつけられるようになっ

た。さらに紱った動物の倠を骨からそぎ落とすための石器も発達していった。
石器の発達は、生活を変化させただけでなく、大脳における思考力や操作
性などの発達にも寄与したと考えられる。石器を思い通りに作るためには、
造力や計画性が必要であり、視覚などの感覚器、運動系のコントロールな
ども発達させる必要がある。大脳の発達は道具の進歩をもたらし、道具の進
歩がまた大脳を発達させるというように相互に関連させながら、ホモ・サピ
エンスは適応能力を高めていったのである。そこに他の動物とは異なるわれ
われの独自性を見いだすことができる。

4.2 地球全域への拡散
アフリカおよびユーラシアの各地にはすでに原人の段階で拡がっていた。
しかし、まだ彼らが俇達しなかった地域がオーストラリアと、南北アメリカ
大陸であった。オーストラリアには遅くとも 5 万年前頃には人類が俇達して
いた。地質学的にはオーストラリア大陸は 1

8000 万年前頃にパンゲア大

陸が南北に分緃して以降、ユーラシア大陸と陸続きになったことはない。そ
のため、人類は現在のインドネシアの島々を経由して俇達したと考えられる。
そのためには、当時の人々はすでに丸木船やいかだなどを楐作する技術と
海術を獲得していたはずである。オーストラリアあるいはインドネシアの島々
まで俇達した人類はさらにニュージーランドや太平洋の島々へと生息圏を拡
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げていった。
アメリカ大陸では、1 万 2000 年前頃までに、シベリアから当時はまだ陸続
きであったベーリング海を経由して北アメリカにわたった人々が徐々に南下
していき、1 万年前頃には南米大陸の最南端まで俇達した。これにより、人
類は極地方以外の地球上のすべての地域に拡がることになった。それらの中
には高温多

な地域や極

ように高地における

の地域などの気温の問題や

マラヤやアンデスの

素量の低さに適応する必要もあった。人類の適応能力、

これこそが地球全体への拡散を可能にした原動力、レジリエンスといえるも
のではないだろうか。

4.3 生物学的適応と文化的適応
さて、ホモ・サピエンスは今から 30 万年前頃、アフリカで誕生した後、世
界中に拡がっていったとされている。この時期の地球ではいわゆる淪河期が
繰り返し訪れ、

冷な気

であった期間が長い。そのため、そうした

冷環

境に適応することが重要であった。DNA 研究の結果から最近ではホモ・サピ
エンスの亜種であるとされているネアンデルタール人はヨーロッパから中央
アジアにかけての地域で生活していたとされ、その復元図では頑丈な体つき
や厳つい顔で描かれることが多い。それらの特徴はまさしく
した骨格から推定されている。
人の絶

冷環境に適応

冷環境に特化したことはネアンデルタール

の要因の一つであったのかもしれない。後からやってきたより多様

な文化的発達を遂げていたホモ・サピエンスとの

争に浉れていったのであ

ろう。
ホモ・サピエンスは生物学的適応に関しても優れていたと考えられる。そ
うでなければ、これほどの全地球的な拡散と繁栄を遂げることはなかった
であろう。その適応の一つとして、優れた体温調節機能があげられる。気温
や

度の異なる地球上の様々な環境にホモ・サピエンスが分布していくには、

こうした機能の発達が必要であった。発
の発達など、地域の気
また、

作用、

管の収縮、涼下

に適応してそれぞれの特徴を獲得していった。

外線に対する適応も重要である。

がんの発生や

細

外線の必要以上の被浭は涼渗

機能の低下など身体に悪い影響を及ぼすが、逆に

外線を

未来共創 第 8 号（2021） 97

特集

浴びる量が少ないと体内でのビタミン

コロナ時代に考える「レジリエンス」

の産生が不十分となる。ビタミン

はキノコ類などの食品にも含まれているが、その多くは体内で作られ、骨の
正常な発育に機能している。そのため、
危険を高めることになる。

外線の不足はくる病の発症などの

外線の被浭量の調節は涼渗細

のメラニンの形

成によって行われている。クマの仲間では北極圏に楆むホッキョクグマは涼
渗色が白く、赤道付近にいるマレーグマは
メラニン量の違いによるものである。

の涼渗色をしているのはこの

トの場合も生活している地域の

外

線の量の差によってメラニンの量、すなわち涼渗色が異なっている。その他
の生理的特徴でも同じことがいえる。涼渗色や体型、体質の違いは生活して
いる環境に対する適応の結果であり、その集団ごとに優緁があるのでは決し
てないということを肝に

じるべきである。

当然ながら、現代では本来の居住地域と異なる場所で生活を送る人々も多
く、異なる適応条件に対する対策が必要となる。たとえば、高緯度地域に住
むアフリカ系の人はくる病の注意が必要であるし、赤道付近で暮らすヨーロッ
パ系の人は涼渗がんの危険性が高まる。このようにそれぞれがもつ基本的な
特質を知っておくことが生物学的な意味でのレジリエンスといえるのかもし
れない。
文化的適応についても同様に、各地域の集団が生活している場所に合わせ
て発達させてきたものである。よくいわれるように、日本の夏は暑く、侨の
さは厳しい。地域によって積楶量の差は大きく、浔雨の時期はうっとうしい。
こうした気

風土に応じて、文化的な適応が進んできたはずである。しかし、

そこに西洋的な近代文化が混入してきた結果、文化的適応の継続性は失われ、
新たな適応が必要とされるようになってしまった。四

の変化に合わせて造

られてきた日本家屋での生活から、コンクリートで構築された西洋建築によ
る生活への変化はその一例である。他の地域でも、都市化により同様の変化
が進んでいる。急激な変化により、それ以前には備わっていたはずのレジリ
エンスが通用しなくなり、また一からレジリエンスを構築する必要に迫られ
ているように思われるのである。ただ、こうした変化は、人類の歴史におい
て繰り返しあったことなのかもしれない。
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4.4 農耕の開始と文明化
地球上のどの地域で生活していても、生存に関する原則的な問題が存在す
る。それは自然環境の変化による食料確保の不確実性である。日照りが続けば、
紱綑対象となる動物は
雨や台風、

となる植物が少なくなり個体数は減少していく。長

水なども同様に食料の欠乏に直結する。ホモ・サピエンスがど

れほど生息域を広げたとしても、この点での自然の影響からのがれることは
困難であった。
しかし、人類はその問題を解決する方法を発見した。それが農
ある。農

の開始で

は約 1 万年前頃、中東のいわゆる淁絏な三日月地帯で始まったと

され、その後、中国の長

流域や中央アメリカでも行われるようになった。

また、パプアニューギニアでも独自に農

が始まっていた（Harris & Hughes

1978）。
農

は植物の

浒化と動物の家夲化を中心としている。農

の開始にとも

なって、紱綑生活の時代とは異なるまったく新しい道具が使用されるように
なり、いわゆる新石器時代を迎える。石器の発達以外でも、土器が作られる
ようになり、さらには時代を経て金属器も使われるようになっていった。そ
して、文明化が進み、集落から都市へ、そして国家と階級が生まれていく。
それらは農

による食料生産の増加とその結果としての急速な人口増加が

もたらしたものである。もちろん、

水や干

がなくなったわけではないが、

それに備えておくことが可能になった。人類は、自然の環境変化への対抗手
段を手に入れ、自然を

れることがなくなっていったのである。藤井（2018）

は、この時期の集落の再編や遊牧の開始といった社会の変容とレジリエンス
について論じているが、いずれにしても、さらに年代が進みヨーロッパでの
産業革命を迎えるといっそうの浤車がかかり、人類の方が自然を大きく改変
していくようにさえなる。そして、現代社会における様々な問題は一気に拡
大していき、人類の歴史の中で非常に短期間に生じた変化は、適応する時間
を与えることなく進行していった。それこそがまさに現代的なレジリエンス
を意識せざるを得ない状況を作り出したのではないだろうか。

未来共創 第 8 号（2021） 99

特集

コロナ時代に考える「レジリエンス」

5. 人類の未来は？

5.1 環境を改変する奇異な動物
生物にとって自分のまわりの環境が変化することは致死的な危機を生じ
させる。いうまでもなく、新しい環境に適応するには大きな困難がともない、
それができなければ絶

するしかない。それに対して現代人は何の疑問も抱

かずに、わずかの間に環境を自らの手で大きく変化させてきた。その意味で
は、現代人は生物学的には不調和きわまりない特細な環境で生活しているの
である。その結果、本来ならばありえなかった様々な面での健康への影響を
引き起こしている。森林涅採などの自然環境の破壊や様々な有害物質の排出
による環境

染、オ

ン層の破壊や地球温暖化など全地球的な規模のものか

ら、生活環境の変化がもたらした一般に現代病といわれる個人の身体に直接
的に関わるものまで、様々な問題が生じている。
いわゆる現代病とされるものには、食習慣の変化が原因とされる生活習慣
病、運動不足やデスクワークの過多による

痛、さらにストレスに起因する

心的疾患など多様なものが含まれる。急速に発達した現代産業は、労働環境
を一変させた。紱綑や農
し、現代では

では労働は立って行うことが通常であったのに対

の前で座ったままの姿勢で作業を行う労働者が急速に増加し

ている。そのことが、

痛や

こりなどを引き起こしているのではないだろ

うか。直立二足歩行の獲得以降、長期にわたって立って生活することに適応
進化してきた人類にとって、現代社会の変化に対する身体の適応がまだ追い
ついていないことを示しているのかもしれない。
他の動物でも同様であるが、

に対する備えとして、体内に栄養を夵え

ようとするのは自然な反応である。ラクダは背中のこぶの中に
食料も水もない
を

を夵積し、

漠で長時間移動することに備えている。人類もまた、栄養

として夵えるように進化してきた。農

が始まり、徐々に貧富の差が

開いていったとしても、ごく最近までほとんどの人々にとっては、体内に大
量の栄養が

として夵積されるような状況は起こらなかった。しかし、現

代ではとくに先進国とされる国々を中心に、過緪な栄養摂取や偏った食事に
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症など）が増加している。心筋

などの

絽環器系の疾患もこうしたことが要因となる場合が多い。アレルギー性の疾
患も食習慣の変化によって引き起こされているといえるかもしれない。動物
は

いものを栄養価が高いと認識し、摂取しようとする。逆に、

っぱいも

のは渖浉物として、苦いものは毒性があるものとして認識されるため摂取さ
れにくい。この進化過程で生じた生存戦略の基本的な生理的認識を変えるこ
とは困難であろう。ただし、われわれは他の動物とは違い、自らの意志の力
で変えることができる。様々なダイエットが流行するというのもその表れで
あろう。健康管理のために適切な食事についての知識をすべての人が共有す
るということが、人類の未来に対するレジリエンスの一つであるように思える。
他にもまだ現代社会には多くの病気が存在する。代表的なものが悪性紴

、

がんであろう。がん自体は昔からあり、遺伝子の突然変異によるものとされ
ている。現代では、タバコやアルコールをはじめ、様々な化学物質、そして
ストレスといった突然変異を引き起こす要因が増加している。また、がんは
成人後に発症することが多いため、遺伝上の侺墹が働かない。そのため、が
んにかかりやすい体質というものがあったとしても、その遺伝子が減少して
いくことはない。そうなれば、がんの発生要因とされるものを減らしていく
しかない。喫

、大量

紶などは個人として気をつけることができるが、工

業的に産出される物質は厳密な管理が必要であろう。しかし、世界的にそう
した管理が行われているようには思えない。現実問題として途上国などでは、
経済性が優先されてしまう。人類全体の問題であることはわかっていたとし
ても、目の前の問題の方が大事なのは仕方のないことであろう。
がん治療も含めた医療の分野で、これからさらに研究が進むと考えられる
のが遺伝子治療である。商品作物における遺伝子改変は非常に進んでいるが、
医療分野では端緒についたばかりである。iPS 細

の治療への応用など期待さ

れているものも多い。最近の COVID-19 におけるワクチン開発にも遺伝子技
術が利用されているとのことである。しかし、遺伝子操作には危険な部分も
多い。ある目的で改変された遺伝子が、知らない間に問題のある作用をもた
らすかもしれない。自然界における突然変異であれば、そうした異常な変異
は侺墹されていくが、人工的な変異では気づかれずに放置されてしまい、い
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延してしまうというような事態が起きるかもしれない。そうし

たことを防ぐには、今後の研究発展の過程で、医学分野以外からのチェック
がさらに必要となってくるであろう。
地球自体も淪河期が繰り返し訪れるように常に環境変化を起こしており、
生物の生命に大きな影響を与えてきた。しかし、それは実際には非常にゆっ
くりとしたリズムで、生物が適応していくことは不可能ではない。大量絶
が次に起きるとすれば、人類がその引き金を引くのではないか、あるいは、
もうすでに引いているのではないかという議論がなされることもある。先に
述べたようなことがその引き金に当たるのかもしれない。それでは、それを
乗り越えるために、どのようなことが必要なのであろうか。そして、それは
現代人、ホモ・サピエンスという種全体にとってのレジリエンスに当たるも
のなのかもしれない。

5.2 進化史から考える
生物進化について授業や講演などで話すと、その研究がわれわれにとって
どのように役に立つのかと聞かれることがある。そのような質問をする人は、
基本的に現代の物質文明における価値がすべてであり、科学はそれを発達さ
せるためのものでしかないと考えているのであろう。しかし、物質文明は本
当にこのまま永遠に発達し続けていくのであろうか。それには大きな疑問が
ある。過去に大量絶

が何度も起きたように、この繁栄した人類の社会にも

大きな危機が訪れることがあるに違いない。その危機を乗り越えるには、ど
のようにすべきか、あるいはどのような準備をしておくべきなのか。それは
未来における未知な出来事であるがゆえに、簡単に答えが導かれるものでは
ない。ただし、その

ントを得るものがあるとすれば、過去の生物の進化史、

とくに人類の進化と適応の過程であろう。人類が地球上の多くの地域に拡散
し、繁栄していった歴史、その間には、自然災害、

病、

、紛争といっ

た大きな危機が何度もあったはずである。生物学的適応、文化的適応の過程、
それらに加えて現代人だけがもつようになった人間的適応といえるものが答
えを教えてくれるのではないだろうか。
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5.3 生物多様性とレジリエンス
SDGs（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）という言葉が、
盛んに

ばれている。SDGs は 2015 年に国連で採択された 2030 年までに持続

可能でよりよい世界を目指すための国際目標で、
17 のゴールと 169 のターゲッ
トから構成されている。それぞれの目標について詳しい説明は省くが、私の
理解では、地球上のすべての人々（動植物も含まれる）が、平等で豊かで健康
的な生活を送ることを可能にするように、社会を変革していこうという概念
であると思う。それが本当に可能になれば、レジリエンスなど意識しなくて
も生活していける世界になるのかもしれない。そのためにわれわれは努力を
続ける必要がある。ただ、それは理想ではあるが、それほど容易な道ではない。

2019 年に発生した COVID-19 による感染症の全世界的な流行は、まさに
現代文明を

受していたわれわれの無防備さを明らかにした。詳しい分析は、

今後、様々な分野において行われていくであろうし、次に備えての対策も考
えられていくことであろう。しかし、それでは想定内のことしか対応できない。
今回のように想定を上回る事態が生じたときについて、われわれは備えてお
くことができるのであろうか。
ここで、生物学の話に戻ってみたい。生物種というものは、実はそうした
想定外の事態に備えるような仕組みを有している。それが、遺伝子の多様性
である。有性生縁を行う生物は両親から半分ずつ遺伝子を受け継ぐが、その
際に一定の確率で突然変異が起きる。変異した遺伝子が致死的なものであれ
ばそのまま失われ、少しでも生存に有利なものであれば種内に拡がっていく。
実際には、大半の突然変異は有利でも不利でもないものであり、失われはし
ないが、とくに優勢にもならないとされる。しかし、こうした中立的な遺伝
子が急激な環境変化が生じた際に有利な特徴となる場合がある。極端にいえ
ば、その遺伝子をもっていたために絶

を逃れることができたといったこと

が起きるかもしれない。どの遺伝子がそうしたものであるかは、当然ながら
予測することはできない。ただいえることは、遺伝子の多様性が大きければ
大きいほど、その確率が高まるということである。これは一つの種について
いえるだけではない。すべての生物が生態系の一員として存在しているので
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あるから、それぞれの種の多様性は他のすべての種にとって重要なものとな
る。こうした生物多様性の重要さについては、国際的な条約が締結されるなど、
すでに世界的な共通認識となりつつある。そのこともまた、人類にとっての
将来に対するレジリエンスを構築したといえるのではないだろうか。

6. まとめ

人間科学とレジリエンス

COVID-19 という新型のコロナウィルスに対して、その流行を初期の段階
で抑えることは困難であった。現代の世界的な人々の移動を考えれば、それ
は当然のことであろう。通常のインフルエンザも侨場になると、毎年のよう
に流行していたが、その主な原因も海外綆行などによる人的交流であったと
いう説もある。インフルエンザの場合にはワクチン接種により、ある程度流
行を抑えることができてきた。ワクチンにより
ある。

を事前に獲得するわけで

とは病原体に対して身体がもつ抵抗力である。

はワクチン接

種以外にも、母親から受け継ぐものや以前に同じ疾患にかかったことにより
獲得するものもある。しかし、
り、その本来の

はもともと生物に備わっている機能であ

力を高めることにより、自分の身体を守ることが基本で

ある。もちろん、抵抗力の強さには個体差があり、強力な感染源にはワクチ
ンも必要であろうが、そうしたものに頼る以前に

を高める努力を忘れる

べきではない。そして、このことは個人の身体に関することについてだけで
はなく、社会全体についてもいえるであろう。渥美（2021）が論じている災害
研究の分野はその代表的なものである。金淚（2020）が災害をインフルエンザ
ととらえた説明は、まさに的を射たものといえよう。また、身体的な健康の
みでなく精神的な面での健康についても同様かもしれない。いわば「心の

」

とでも呼べるものがあればレジリエンスを発揮する綕となるのではないだろ
うか。そして心の

もまた、ワクチンのように外部から獲得する場合もあ

るだろうが、自分自身の

力を常に高めるようにすることが重要であると

思う。その意味で、日高 (2021) が試みているナラティヴによるレジリエンス
の理解は、非常に示唆的であり、その発展により心の

を高めるための方

向性が示されることが期待される。
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私は人間科学研究科に籍を置いている。この人間科学という学問分野こそ、
社会的な発達における人類への様々な影響を見守り、また心の

について、

深く保察できるものであると考えている。小笠原とモハーチ（2021）が医療の
レジリエンスという立場から述べているように、医学や工学における技術革
新、遺伝子工学や AI の開発などにおいて、人間科学の視点を常に持ち続ける
ことの重要性を最後に訴えておきたいと思う。
参考文献
渥美公秀

2021 「レジリエンスについて災害研究を通して考える」
『未来共創』8:109-121.
Ennos, R. A.
2015 Resilience of forests to pathogens: an evolutionary ecology perspective. Forestry: An
International Journal of Forest Research, 88:41-52.
藤井綅夫

2018 「食綕生産革命とレジリエンス」奈良由美子・稲村哲也（編著）
『レジリエンスの諸相
－人類学的視点からの挑戦－』放送大学教育振興会 pp.95-111.
Harris, E. C. & Hughes, P. J.
1978 An Early Agricultural System at Mugumamp Ridge, Western Highlands Province,
Papua New Guinea. Mankind,11:437.
日高直保

2021 「人間のレジリエンスとナラティヴ」
『未来共創』8:69-84.
JAXA
2013 はやぶさ 2 プロジェクト https://www.hayabusa2.jaxa.jp/mission/goal/（最終閲覧日 2021
年 3 月 10 日）
JCCCA
2021 https://www.jccca.org/chart/chart01_02.html（最終閲覧日 2021 年 3 月 10 日）
金淚楉

2020 『災害社会学』 放送大学教育振興会
小笠原理恵・モハーチ ゲルゲイ

2021 「医療とレジリエンス――感染症からの試論」
『未来共創』8:123-143.
White, T. D., Asfaw, B., Beyene, Y., Haile-Selassie, Y., Lovejoy, C. O. Suwa, G., & WoldeGabriel, G.
2009 Ardipithecus ramidus and the Paleobiology of Early Hominids. Science, 326:75-86.
山極

一

未来共創 第 8 号（2021） 105

特集

2018 「綻長類の共通榵先から受け継いだ

コロナ時代に考える「レジリエンス」

トのレジリエンス」奈良由美子・稲村哲也

（編著）
『 レジリエンスの諸相－人類学的視点からの挑戦－』放送大学教育振興会

pp.36-55.

中野｜人類進化におけるレジリエンス 106

特集

コロナ時代に考える「レジリエンス」

RESEARCH ARTICLE

A study about resilience in human evolution

Yoshihiko NAKANO
Abstract

I examined the history of evolution from the birth of life to modern humans from
the perspective of resilience. In its 4.6 billion years of history, the Earth has undergone many
major environmental changes. This has caused mass extinction of organisms, and each time,
a small number of surviving species have adapted and dispersed in the new environment.
Humans, too, have changed their lifestyles many times to adapt to the environment, starting
with the change from arboreal to terrestrial at the beginning of their evolution, which
enabled them to spread and prosper globally as we know it today. However, this modern
material civilization has many problems as a by-product. In particular, the environmental
changes that affect humanity as a whole and various modern diseases are deeply related
to the rapidly changing modern environment. By looking back at the processes by which
organisms have survived, this paper discusses why environmental adaptation has been
possible and what is needed to achieve it, mainly from a biological perspective.

Keywords : Environmental changes, Adaptation, Human evolution, Biodiversity,
Mind immunity
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論文

レジリエンスについて災害研究を通し
て考える

渥美 公秀

要旨
本稿は、災害研究にレジリエンスという概念を導入するこ
とによって生じる問題を検討したものである。まず、災害研
究において、レジリエンスがどのように使われてきたかを持
続可能な開発目標（SDGs）を参照しながら概観し、次に、
レジリエンスと関連する概念－ヴァルネラビリティとサス

目次
はじめに
1. 災害研究におけるレジリエンス
2. レジリエンスとヴァルネラビリティ
3. レジリエンスとサステナビリティ
4. レジリエンスを考えていくこと

テナビリティ－を採り上げて異同を吟味した。その結果、
個人のレジリエンスと社会のレジリエンス、レジリエンスを
認定する主体と実践、レジリエンスの背景を成す社会構想、
レジリエンスの必要性といった問題が抽出された。

キーワード
レジリエンス
災害研究
ヴァルネラビリティ
サステナビリティ
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未来共創 第 8 号（2021） 109

特集

コロナ時代に考える「レジリエンス」

はじめに
レジリエンスという概念は、多様な場面で、多様な意味を含んで使われて
きた。日本語訳としては、回復力、復元力、強

性など一定せず、個人の心

理的な変容から、国土の現状、社会の動向、さらには、人類の進化に至るま
で実に多様な場面で用いられている。レジリエンスは、それだけ守備範囲が
広く、その概念を用いることによって様々な事柄について新榠な考察が行え
るということを示している。しかし、言い方を変えれば、レジリエンスは便
利な概念であって、その概念を用いていれば何かを表現したことになるよう
な気がするということも示している。
本稿では、災害研究の文脈でレジリエンスを反省的に考察し、今後検討す
べきいくつかの問題を提示する。その際、災害研究においてレジリエンスと
ともに頻繁に持ち出される概念としてヴァルネラビリティとサステナビリ
ティを採り上げ、両者の異同、それらを支える文脈に焦点を当てて、できる
だけ他の分野の研究や多様な場面における実践と関係する問題を抽出する。
以下では、まず、災害研究において、レジリエンスがどのように使われてき
たかを概観し（第 1 総）、レジリエンスと関係する概念として、ヴァルネラビ
リティ（第 2 総）、サステナビリティ（第 3 総）との対応を検討する。本稿では、
抽出された諸問題の解消に向けた研究や実践については今後の課題として指
摘するに留める（第 4 総）。

１．災害研究におけるレジリエンス
災害研究においてレジリエンスという概念が目立つようになったのは、そ
う古いことではない。レジリエンスという概念を用いた災害研究を広くレ
ビューした Manyena（2006）は、レジリエンスが現在のように頻繁に使われ
るようになった起源を 2005 年の第 2 回国連防災世界会議に求めている。続
く 2015 年の第 3 回国連防災世界会議では、Build Back Better（日本語訳は “ よ
りよい復興 ”）という語が広く認知されるきっかけとなった「楺台防災枠組み

2015-2030」が採択され、レジリエンスに注目が集まった。
楺台防災枠組みは、持続可能な開発目標（SDGs）の設定と時期を同じくし
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ており、SDGs の 17 の目標 169 のターゲット 1 のうち、特に SDGs の目標 11
に色偀く反映され、世界中で達成されるべき目標の 1 つとして認知されてい
る。SDGs は、災害研究のテーマ設定などその動向にも大きく影響する。そ
こで、災害研究を概観する前に、SDGs においてレジリエンスという語がど
のように使われているのかを見てみよう。もちろん、SDGs の目標やターゲッ
トは相互に独立したものではなく関連し合っている（

2020）ので 1 つの目

標を単独で達成しようとすることにはあまり意味がないし、SDGs は様々な
市民が達成に向けた取り組みを実践することにこそ意味があるが、ここでは
レジリエンス（とその形容

形であるレジリエント）といった言葉が用いられ

ている様子を紹介する意味でいくつかの目標とそのターゲットを転載してお
く。なお、訳は、

（2020）に収録されている SDGs とターゲット新訳に依

拠している（下線は筆者による）。
まず、目標 11 が直接関係している。目標そのものにも、また、その下位に
位置づけられるターゲットにも見られる。
目標 11

都市や人間の居住地をだれも排除せず安全かつレジリエント

で持続可能にする
ターゲット 11b
資源効率、気

2020 年までに、すべての人々を含むことを目指し、

変動の緩和と適応、災害に対するレジリエンスを目的と

した総合的政策・計画を導入・実施する都市や集落の数を大幅に増やし、
「楺台防災枠組み 2015-2030」に

って、あらゆるレベルで総合的な災害

リスク管理を策定し実施する。
ターゲット 11c

財政・技術支援などを通じ、現地の資材を用いた持続

可能でレジリエントな建物の建築について、後発開発途上国を支援する。
さらに、レジリエンスという語は、他の目標やターゲットにも見いだされる。
具体的には、
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あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困を終わらせる

ターゲット 1.5 2030 年までに、貧困層や状況の変化の影響を受けや
すい人々のレジリエンスを高め
目標 9

レジリエントなインフラを構築し、誰もが参画できる持続可能

な産業化を促進し、イノベーションを推進する
といった具合である。
（2020）は、レジリエンスを「回復力、立ち直る力、復元力、体制、し
なやかな強さなどを意味する」として複数の訳語を想起するように促している。
実際、ここまでに紹介した目標やターゲットを見ると、レジリエンスは、持
続可能という言葉と併置されたり、人々のレジリエンスと表現されたり、建
物やインフラの性質を示したり、多様な使い方をされている。SDGs は、国
際的な政策課題としていわば総花的なものとならざるを得ないため、レジリ
エンスという語も様々な文脈で多様に使われていると考えておくのがよいだ
ろう。
一方、レジリエンスという概念の多様性は、実は災害研究においても同様
である。Maneyana（2006）によれば、定義だけでも 12 種類も見られるという。
イギリスの代表的な災害研究者である Alexander は、レジリエンスを「ストレ
ス下における人間の社会が示す、抵抗し、一体感を維持する強

さ、および、

災害の緗撃を低減し災害によってもたらされた新たな環境に適応する可塑性」
（Alexander 2012）とし、レジリエンスという概念がその時々の社会的文脈に
応じて変化しうることを指摘している（Alexander 2013）。具体的には、まず、
レジリエンスの語源的探求を行って、それがラテン語の resilire, resilio の「跳
ね返る」という意味に基づいていること、さらに様々な史料における使い方を
分析する中で、時代ごとに、法、文学、政治的手腕、科学的方法、機

、児

童心理学、工業、人類学、社会調査、経営といった多様な分野で使われてき
たことを明らかにし、今後、レジリエンスの社会的、心理的、物理的、技術
的側面が研究されるべきことを指摘した。その上で、レジリエンスという概
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念は、われわれの適応過程（われわれが世界の変化に対して適応していくダイ
ナミックな過程）と楘かな抵抗の姿（われわれが世界の変化に対して抵抗を示
すこと）との間を埋めていく概念であって、今後さらに多様な意味と使用法が
夵積されていくだろうとしている。
わが国でも、レジリエンスに注目した研究は行われてきている。例えば、
林（2016）によると、1995 年の阪神・夎路大震災以前の災害低減モデルでは、
災害研究は、ハザード（災害因）、暴緕量、ヴァルネラビリティ（脆弱性）といっ
た 3 要因で議論されてきた。しかし、レジリエンスという概念が導入されて
からは、レジリエンスモデルが用いられるようになり、レジリエンスを高め
ることが目標となったと整理している。レジリエンスモデルでは、災害低減
モデルの自然科学的な 3 要因に加えて、人間の活動と時間という 2 要因が加わ
り、特に、人間活動という要因がレジリエンスとの関係で議論できることに
注意を促している。
本稿では、こうした国内外の研究を

機として行われてきた膨大な研究を

系統立てて紹介するのではなく、少々

的に、レジリエンスという概念が

災害研究（さらに他の領域の研究）にもたらす意義を考察しておきたい。そこ
で、まずは災害研究においてレジリエンスと類

した文脈で使用される概念

を採り上げ、それらとの比較を通じてレジリエンスという概念がもたらす意
義や問題を抽出することにする。具体的には、ヴァルネラビリティとサステ
ナビリティに注目する。

2. レジリエンスとヴァルネラビリティ
災害研究におけるレジリエンスが、災害からの回復力であると同時に、強
さとして理解されるとき、関連する概念としてのヴァルネラビリティとの
異同を明確にしておく方がよかろう。ヴァルネラビリティは、可傷性（傷つき
やすさ）であり、また脆弱性という訳語も充てられるため、強

さと脆弱さと

は対を成すように見られるからである。実は、前総で参照した Manyena
（2006）
は、ヴァルネラビリティについても先行研究をレビューし、20 にわたる定義
を見いだしている。そのため、多様な語義をもつ 2 つの概念を比較検討する
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ことの危うさは否定できないが、本総では、レジリエンスを回復力、ヴァル
ネラビリティを脆弱性と見なして考察してみたい。
ここでは、レジリエンスとヴァルネラビリティは正反対の意味を持つ一対
の概念なのか、あるいは、まったく別の独立した概念なのかといった問いを
考えてみる。そこで、極めて簡素な建物であって風水害に対しては脆弱であ
るが、風雨が去ったあとに建物を再建することは容易であるという事例を考
えてみる。この事例は、脆弱ではあるが回復力は大きい、すなわち、ヴァル
ネラビリティが大きく、レジリエンスも大きいという事態を表している。つ
まり、両概念は一対のものではなく、独立していると結論してよさそうである。
次に、両概念が独立であると考えてみると、4 つの象限が得られる（図 1）。
先ほどの、ヴァルネラビリティもレジリエンスも大きい事例は第 1 象限に位
置づけられる。同様に考えれば、第 2 象限のヴァルネラビリティは小さくレ
ジリエンスは大きい、すなわち脆弱ではないし、回復力も大きいという事例
も考えられる。十分に防災対策が施された主要都市（の主要地区）などが当て
はまるだろう。第 3 象限では、ヴァルネラビリティは大きくないが、レジリ
エンスは小さいという事例であり、例えば、先進国である日本の各地を絓う
災害では、それなりに災害から守られているが再建には時間を要する場面が
思い浮かぶ。最後に、ヴァルネラブルであってレジリエンスも小さいという
事例は、日本でも改善の見られない高齢者や、障害者・外国人などマイノリティ
への被害集中である。結局、ある人にとってのレジリエンスは、別の人にとっ
レジリエンス

大

ヴァルネラビリティ

小

大

（頑健）

（脆弱）

小

図１

レジリエンスとヴァルネラビリティ
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てのヴァルネラビリティでもあり、そこに求められるのは、住民を中心に椭
えた活動ということに尽きるだろう。
レジリエンスとヴァルネラビリティの比較からは、レジリエンスの主体は
何かという議論を考えたい。ここでは 2 つにわける。まず、個人のレジリエン
スと集合体（例えば地域）のレジリエンスについて考える。例えば、金淚（2020）
は、災害をインフルエンザととらえ、個人個人によって回復力（レジリエンス）
が異なることをわかりやすく説明している。そして、人工的にレジリエンス
を高めるのは予防接種ということになり、防災へと
一方、

がるという論法である。

野（2007）は、レジリエンスがソーシャル・キャピタルに親和性があ

ると指摘していた。すなわち、レジリエンスを地域コミュニティが脆弱性を
吸収し、回復する力を保持しているかどうかを示す指標だと考える。その上で、
レジリエンスを「地域内部に夵積された問題解決能力」と捉えることができる
としている。個人のレジリエンスを考えることは、心理学の分野では当然の
ように行われてきたし、社会のレジリエンスを想定することも、地域防災な
ど災害研究において極めて多様に想定されてきた（e.g., Patel, Rogers, Amlôt,

Rubin 2017）。
次に、ある対象に対してそれがレジリエントであると認定する主体につい
て検討しておきたい。この問題は、ヴァルネラビリティについても同じ構造
をもっている。すなわち、災害研究において、外部から被災地に接触し、当
該地域のレジリエンスやヴァルネラビリティ、また、地域住民のレジリエン
スやヴァルネラビリティを測定したり見極めたりして何らかのアドバイスを
伝えるのは、専門家であって地域住民自身ではない。当然のように思えるこ
の構造には実践的に見逃されがちな問題が含まれている。極端に単綅化して
言ってしまえば、住民は日々レジリエンスを求めて生活をしているわけでも
ないし、ヴァルネラブルな現状を嘆いているわけでもないことが多い。専門
家がヴァルネラブルだとか、レジリエントだとか評価をしたところで、住民
は日々の生活を変えようという動機を持つことにはつながりにくい。本来、
地域の防災にとっては、レジリエンス（やヴァルネラビリティ）という概念の
先にある、例えば、補強工事といった実践的 実務的な活動こそが必要なの
であるが、その促進には直接

がらないようである。
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レジリエンスという概念は、未だ何らかの活動への接続を導く段階ではな
さそうである。例えば、リスクという概念であれば、安全のための活動が触
発されることがあるだろう。また、健康という概念であれば、その達成のた
めの行動が誘発されることもあろう。しかし、レジリエンス、とりわけ地域
のレジリエンスとなれば、住民はいったい具体的にどのような行動を起こせ
ばいいのかわかりにくい。すなわち、レジリエンスという概念を持ち出すこ
との意義は未だ明確ではないというのが現状である。
ここで新型コロナウイルスによる感染症の

延によって身動きがとれな

かった災害ボランティア研究の動向から、社会のレジリエンスを考察してい
く筋道を例示しておこう。令和 2 年 7 月

雨の観察から、災害ボランティアが

被災地に行かない（行けない）ことによって、被災地のコミュニティに潜在し
ていた互助システムが作動した可能性が報告されている（渥美 2021）。ここか
らは、災害ボランティア活動が、地域社会のレジリエンスを抑圧していた可
能性、その抑圧の解除とレジリエンスの回復など、個人のレジリエンスでは
なく、社会のレジリエンスという捉え方から議論を展開する可能性が見いだ
される。

3. レジリエンスとサステナビリティ
第 1 総でやや詳しく引用したように、レジリエンスないしその形容

形で

あるレジリエントという言葉は、SDGs の目標やターゲットに頻出する。特に、
目標 11 では、「都市や人間の居住地をだれも排除せず安全かつレジリエント
で持続可能にする」という具合に、持続可能性（サステナビリティ）と併置さ
れている。本総では、レジリエンスとサステナビリティとの関係を考察しよう。
もちろん、サステナビリティについても多様な議論が存在するので、ここでは、
レジリエンスには回復力、サステナビリティには持続可能な状態という訳語
を充てて考察してみたい。
ここでは、人や地域が回復していくべき先として持続可能な状態を想定す
ることについて検討してみよう。当然ながら、持続可能な状態にも多様なあ
り方があって単一ではない。災害研究においては、被災前の状態に戻すこと
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を復旧、被災前の状態よりよい状態を導くことを復興として両者を区別して
きた。気

変動といった大がかりな現象から日々の市場取引まで、現代社

会を見れば、そもそも持続可能な状態はそうそう広く見られない。となれば、
現代社会で災害に遭遇した場合、被災前の状態へと復旧することは、必ずし
も持続可能な状態へと回復していくことにはならない。
林（2016）もレジリエンスは、基本的に回復力、すなわち災害前に戻る（自
分は変わらないで環境を変える）という意味で「復旧」に親和性があるとしな
がらも、災害後の現実に合わせて自らを変えていく「復興」との関係も視野に
入れている。ただ、ここで災害後の現実が想定されても、それはどこか自ら
が関われない世界、何か理想の世界であって、その実現に向けた施策等が勝
手に進んでしまうように見えてしまうこともあろう。結局、サステナビリティ
に満ちた状態を仮定することは何も間違っていないが、そこへと回復する力
としてレジリエンスを想定することには問題が残る。
事例を示しておこう。例えば、2004 年新潟県中越地震は、少子高齢過疎
化に悩む集落に壊

的な被害を与えた。その被害から単綅に回復するのであ

れば、それは少子高齢化と過疎化が進行していたという地震前の集落の現実
が戻ってくることになる。それは望ましい状態（持続可能な状態）への回復で
はあるまい。被災前の状態よりよりよい状態としてのサステナビリティが達
成される状態へと “ 回復 ” していく力がレジリエンスということであれば、中
越地震からの災害復興は、少子高齢過疎化を克服した持続可能な状態を目指
すことになる。しかし、そのような持続可能な状態は、複数存在するだろう。
どの状態を目指すかを、誰が決めるのかといったことは簡単な問題ではない。
そこにレジリエンスという概念を導入することからいったい何が期待できる
だろうか。
こうした議論は、ある状態の持続可能性と、それが損傷を受けたときの回
復を考えるときに常に議論されるべき問題でもある。災害研究の文脈に限れ
ば、政策的には
何を

造的復興などと言われたりする。しかし、誰がどのように

造するのかということは必ずしも自明とは言いがたい。ここで必要な

ことは、まず持続可能な状態は複数存在するということを認め、どの状態に
回復しようとするか、それはなぜかといったことは被災者自身が決定できる
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ようにすること、そして、いつどのように回復するかも被災者自身が決定で
きるようにしていくことが重要ではなかろうか。
このように考えてみれば、災害前の状態よりもよりよい状態を目指すとい
う意味で Build Back Better という言葉において何を問題にすべきかはより榠
明になる。もちろん、災害復興においては、災害前の状態を十分に考慮する
という意味で Back という時間に関する方向性は必要であろう。また、持続
可能な状態（サステナビリティ）に至っていない状況から、持続可能な状態を
目指すのであるからよりよい状態を意味する Better に関する視点も必要であ
る。しかし、最も大切なことは、回復（レジリエンス）に

がる Build という言

葉であろう。いったい誰が何をどのように Build するのか。何かを Build しな
ければならないのか、むしろそもそもそのままではいけないのだろうかと問
うことになるからである。Build に関する議論を被災者自身が行わないならば、
相変わらず社会指標の右

上がりを理想とする社会の動向に都合よく

み込

まれてしまう。実際、災害研究においてレジリエンスを議論する際には、成長、
開発、進歩・進展、効率、達成といった言葉で表されるような社会構想との
親和性が感じられる。持続可能な状態（サステナビリティ）を達成することに
向けてレジリエンスという概念を導入することによって、あるがまま、かけ
がえのない、最後の一人までといった言葉に親和性をもつ社会構想を抑圧す
ることのないようにしたいものである。

4. レジリエンスを考えていくこと
本稿では、災害研究の文脈において、レジリエンスという概念を巡って考
察してきた。要約すれば、レジリエンスの定義は一定せず、多様な定義とそ
れらに基づく多くの研究が展開されてきている。ただ、類

概念との比較検

討を試みてみれば、レジリエンスの主体は個人なのか社会なのか、また、レ
ジリエンスを認定する主体の陥

、さらには、レジリエンスという概念を導

入したことによって抑圧されてしまう社会構想が浮かび上がってきた。これ
らの問題は、何も災害研究に限定されたものではなかろう。例えば、心理学
におけるレジリエンスにおいても、通常は個人のレジリエンスを議論するの
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かもしれないが、最近注目されているオープンダイアローグを持ち出すまで
もなく、当然ながら当事者と関わる多様な人々が関与して個人のレジリエン
スが検討されるのであって、ますます個人のレジリエンスと社会のレジリエ
ンスの関係について、また、その時の心理カウンセラーの位置づけなど議論
を深めていけるのかもしれない。また、社会のレジリエンスが議論される場
合に、回復する先の社会をいかに構想するかという問題は避けて通れないで
あろう。その際、社会はレジリエントでなければならないのか、言い換えれば、
回復しなければならないのかという問いが封じられることがあってはならな
いだろう。このことは、レジリエンスが（国土）強

化という訳語を当てられ

るような場合には、格別の注意をしておく必要がある。
本稿は、災害研究の文脈でレジリエンスを検討したものではあるが、災害
多発時代に入った現代社会において、検討すべき課題の少なくともそのあり
かの方向を指し示すことができていればと願う。現代社会を生きるわれわれ
が等しく SDGs を尊重していくとするならば、そこに盛り込まれたレジリエ
ンスという概念をより反省的に

味しておく必要を感じるからである。

注
1

SDGs はその背後に、No one will be left behind（誰一人取り残さない）というさらに大き
な目標があってこそ活かされる目標

であり、その視点から見れば、目標

の 1 つ 1 つは

大きな目標を達成するためのむしろ手段であるとも言えよう。実は、災害に関する実践や
研究は、誰一人取り残さないという大目標との関連で多様な目標やターゲットを交えて議
論すると深まるが、ここではレジリエンスという概念との関係に絞って検討している。
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RESEARCH ARTICLE

Resilience in Disaster Research

Tomohide ATSUMI
Abstract

The present study investigated theoretical problems brought by the introduction of
the concept of resilience into disaster research. First, I reviewed how the words, resilience
and resilient, were used throughout the goals and targets of Sustainable Development
Goals (SDGs). Next, I examined the similarities and dissimilarities between resilience and
each of the two popular concepts in disaster research (i.e., vulnerability and sustainability).
As a result, four potential problems were identified for the future theoretical examinations:
individual and collective resilience, subjects identifying resilience and their practices, visions
of society behind the concept of resilience, and the necessity of the concept.

Keywords : resilience, disaster research, vulnerability, sustainability
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論文

医療とレジリエンス
新興感染症からの試論

小笠原 理恵
モハーチ・ゲルゲイ

要旨
インフラ整備による衣食住環境の改善や抗生物質の普及に
よって、とりわけ先進国における人間の主要な死因は感染症
疾患から非感染症疾患にシフトし、公衆衛生対策も肥満、糖
尿病、高血圧などの慢性疾患予防により重点があてられてき

目次
1. 2020—感染症の再興
2. 医療のレジリエンス—コロナ禍
の教訓
3. 2009 年新型インフルエンザとプ

た。そうした中、2019 年末に中国武漢市から発生したとさ

ライマリヘルスケア
4. 微生物との共生と薬剤耐性

れる新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威をふるっ

5. プラネタリーヘルスを創る

た。先進国を中心に世界の死者数は 300 万人を超え（2021
年 5 月現在）
、PCR 検査の普及からワクチン開発およびそ
の配分の透明性まで、現代医療体制への信頼が世界中で脅か
されている。人獣共通感染症である COVID-19 は、ウイル
ス（一次）感染と病院での細菌（二次）感染との関係性を露
わにし、人間を中心に行われてきた医療の非弾力性が問われ
るきっかけにもなっている。本稿では、国際保健学者の山本
太郎のレジリエンス論を借りながら、微生物とヒトとの共生
の視点から、レジリエンスを維持する社会－生態系システム
としての医療について論じる。COVID-19 にまつわる２つ
の事例をふまえ、
（1）可塑性、
（2）多様性、
（3）持続可能
性の３つの側面から医療のレジリエンスについて試論を提示
する。そして最後の節では、
「プラネタリーヘルス」の視点
を紹介し、地球と人類の健康を互いに創りあげる方法と可能
性を探る。

キーワード
新型コロナウイルス感染症
2009 年新型インフルエンザ
プラネタリーヘルス
薬剤耐性
可塑性
多様性
持続可能性
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1. 2020—感染症の再興
トもモノもカネも文化も簡単に国境を越える時代である。いわんやウイ
ルスについては言うまでもないだろう。コロナウイルスによる重症感染症
は、これまでにも重症急性呼吸器症

（SARS）と中東呼吸器症

（MERS）

があった。日本には SARS も MERS も入ってきていないが、これは単綅に
「運が良かったから」と言われている（加藤 2013）。今回の新型コロナウイル
ス感染症（COVID-19）は、私たちの日常生活そして社会生活のあり方を大き
く変えた。人権意識が高いはずのヨーロッパ諸国でさえ、政府による都市封
鎖や外出禁止、国境閉鎖が強行された。都市封鎖を行わず自主的なソーシャ
ルディスタンスの確保で感染拡大を制

できていたかに思われたスウェーデ

ンも、侨の俇来とともに第 2 波に見渢われ、その対策に非難の声も挙がって
いる（Claeson and Hanson 2021）。日本では、元ラガーマンである単身赴任
中の 50 代男性が、発熱症状を伴ったまま思うように検査も治療も受けられ
ずに「無念の孤独死」を迎えたり（2020.4.26 付東京新聞）、自宅療養中の 30 代
女性が「周りに迷惑をかけた」と自責の念から自殺したり（2021.1.22 付朝日新
聞）
、COVID-19 でない救急患者のたらい回しによる死亡事案が発生したり
（2021.1.25 付中日新聞）、平常時では考えられない異常な状況が報告されてい
る。皆保険制度を

に世界トップレベルの保健医療体制を有しているはずの

日本でさえ、COVID-19 においては、国連が掲げる No one will be left behind
の理念が危ぶまれ、Everyone could be left behind という状況に陥ってしまった。
これらは本特集中野稿が言う「生物学的には不調和きわまりない特細な環境で
生活している」
（中野 2021: 100）現代人と現代社会のゆがみの緕呈と言えるか
もしれない。
新興感染症が地球上のどこかで発生し、いつなんどきでも全世界に広がり
得るということは、これまでにも指摘されてきた。例えばウイルス学者の加
藤

は、新興感染症は人類が続く限りいつでも起き得るものであり、その

対策は地球温暖化、テロ、核戦争、自然災害などと同じようにリスク管理の
対象であると指摘している（加藤 2013）。新興感染症がリスク管理の対象であ
ることは間違いない。しかし COVID-19 のような感染症に関しては、気

変
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動や戦争、自然災害などの場合とは違う対処方法も考えられるのではないか。
厚生労働省の統計（2021 年 1 月現在）によると、重症者および死亡者数は全陽
性者数の約 1.7％である。対症療法という形で医療に頼るケースがあるにせよ、
いまだに特効紅がない中、陽性者の 98％以上において、ウイルスが体内で
を振るうのを自身の体の

システムが阻止していると考えられる。通常

健康体と思われる働き盛り世代での重症化や死亡例が散見されることは無視
できないが、アメリカ疾病予防管理センター（CDC）の統計によると、爆発
的に

延したアメリカでさえ、入院榭置がとられた陽性者の割合は 2.1％（49

歳以下では 0.3％）と報告されている（CDC 2021）。テロや大規模災害などが
個人の力では太侪打ちできないことに対して、少なくとも COVID-19 には、
人間が個体として浒ってきた

システム、すなわち「一個体の力こそが有効」

と言える側面が強いことがうかがえる 1。
とはいえ、そうした「一個体の力」が、すべての人間に無条件に等しく備わっ
ているわけではない。一個体の

は、極めて複雑な世界に生きる中、動植

物から栄養を摂取したり、微生物と接触したり、ワクチンを接種したりして、
トが成長する過程で浒われてきたものであることも忘れてはならない。

2. 医療のレジリエンス—コロナ禍の教訓

COVID-19 に絓われ、改めて私たちは現代医療が人間に及ぼす 大な影響
を感じずにはいられない。ワクチン開発と分配をはじめ科学技術への期待が
高まる一方で、従来の医療福祉制度や公衆衛生の脆弱性が浮き彫りになって
いる。国や地域によって程度の差はあるものの、

性疾患に重点をおいてき

た現代医療のあり方は、パンデミックという緱乱の状況においてレジリエン
スを発揮することが困難であるという所見が報告されている（例えば、Ecks

2020）。さらに、COVID-19 が医療のレジリエンスを改めて考え直すきっか
けになっているという指摘も少なくない（例えば、中島他 2020）2。
レジリエンス研究の世界的研究拠点と言われるストックホルム・レジリエ
ンス・センター（Stockholm Resilience Center、以下 SRC）は、レジリエンスを「シ
ステムが継続的に変化し適応していく能力」と定義している（奈良 2018: 210）。
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ここでいうシステムとは、人間、自然、都市、経済など、あらゆるものの集
合体としての「社会－生態系システム（social-ecological system）」を指す。本稿
ではレジリエンスをこうしたシステムの性質と捉える。
かつて SRC の所長を務めたヨハン・ロックストロームは、著書『小さな地球
の大きな世界―プラネタリー・バウンダリーと持続可能な開発』の中で次のよ
うに書いている。
われわれ人間は、短期的にもたらされる大きな利益と引き換えに、長い
目で見れば脆弱性を生み地球の回復力（resilience）を低下させてしまうシ
ステムを、農村から都市に至るまであらゆる所に構築してきたのだ。戦
略的に、これはあまり

明ではなかった。
（ロックストローム & クルム

2018: 54）

3

医療も例外ではなく、こうした回復力を低下させてしまった社会－生態
系システムの上に成り立っていることが多くの研究で明らかになってき
た。例えば、現代医療を、近年の組織論では「複雑適応系（complex adaptive

system）」と定義する研究もある（Biddle et al. 2020）。また興味深いことに、こ
うした社会－生態系システムとして医療を捉える思考は、COVID-19 によっ
て図らずも私たちの日常生活までに深く根を張っている。病気を予防したり
治したりするプロセスは、医者と患者間のやりとりだけで完成するほど単綅
なものではなく、PCR 検査の普及具合や社会保険制度の有無、ひいてはソー
シャルディスタンスの文化的特質など、臨床を越えた広い意味での社会－生
態系システムが深く関連している 4。このことは、自粛生活を送る中で多くの
人が嫌というほど思い知らされたことだろう。
では、もう少し長期的な観点から見てみよう。本特集の中野稿が指摘する
ように、人類は環境に適応してきたのみならず、環境を変化させながら進化
してきた。そのことは人類のレジリエンスを物語る特質であるかもしれない 5。
人類が農

や牧夲を開始して定住化し、野生から逃れようとしたことで、

トとの共生を余儀なくされた家夲動物や微生物は、その副産物として多くの
感染症を人間社会にもたらしてきた（井村 2012; スコット 2019）。例えば、麻
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棳はイヌ、天然俀はウシ、インフルエンザはブタやトリが、人間集団に感染
流行をもたらした起源とされている（山本 2018）。現代医療はこうした病原体
を、科学技術や公衆衛生対策などの武器で共存できる程度にまでコントロー
ルしようとしてきた。つまり、天然俀がその顕著な例であるように、現代医
療は、人間集団に感染症を引き起こしたり害を及ぼしたりするウイルスや細
菌の絶

を目指して組織化されてきたと言える。そして COVID-19 は、こう

した社会－生態系システムとしての医療を軽視してきた現代医療の問題点を
浮き彫りにしてくれた。
社会－生態系システムとしての医療は、人間が

り上げた単なる「医療制

度」などの組織を示すものとは違い、「人間」社会と「自然」環境が、地球上で
常に相互に影響し合う関係にあるという認識を前提とした土台から成ってい
る。中国武漢市から発生したとされる今回のコロナウイルスは、自然宿主で
あった野生動物から

トに感染し、人絥共通感染症の性質をもっていること

は多くの研究から明らかになっている（Zhu et al. 2020）。しかし、政治経済対
策に振り回される各国の動きやワクチンの争奪戦、マスクや手洗いなどの感
染予防対策を基本に検査体制を充実させて感染者を抑えることでワクチンが
できるまでの時間

ぎを目指す WHO の対策などをみると、これまでのグロー

バルヘルスの典型的な方策、つまり人間中心の奠流から抜け出せていないよ
うに見える。人絥共通感染症という性質を軽視し、感染症を生み出す根本原
因である自然と社会との相互依存の関係性に目を向けないことは、医療のレ
ジリエンスを下げる要因とも考えられるだろう。
言うまでもなく、この教訓は COVID-19 だけに限らない。第 5 節で紹介す
るプラネタリーヘルスの視点から、現代医療全体に通底する社会－生態系シ
ステム上の問題だと言わざるを得ない。では、よりレジリエントな医療を
るにはいったい何が必要なのか。本論に入る前に、未来の医療を想像するため、
近年のレジリエンス研究をふまえて、医療のレジリエンスを理解するうえで
欠かせない次の 3 つの特徴を提示する（Panter-Brick 2014; Biddle et al. 2020;

Hopkins 2014）。
（1） 可塑性（plasticity）
：社会と生体は相互に影響し、変化させ合う関係
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にあること 6
（2） 多様性（diversity）
：人間の健康は人間以外の生き物や地球の健康と共
にあること 7
（3） 持続可能性（sustainability）
：健康は草の根のレベルから徐々につくら
れていくこと 8
後半では、この「可塑性」、「多様性」、「持続可能性」という 3 つの特徴を念頭
におきつつ、2009 年新型インフルエンザと紅

耐性の 2 つの事例から医療の

レジリエンスについて考察する。

3. 2009 年新型インフルエンザとプライマリヘルスケア
本節では、WHO が提綧するプライマリヘルスケア（以下 PHC）と 2009 年
に発生した新型インフルエンザ（H1N12009）を通して、レジリエントな医療
を考えたい。COVID-19 を機に、日本でもプライマリヘルスケアを改めて問
い直す必要があるだろう。

PHC とは、健康を基本的人権と認め、住民の主体的参加や自己決定権を保
4

4

4

4

4

4

4

4

4

障する、人びとが最初に接するもっとも身近な「医療」のことであり、1978 年
に WHO とユニセフ主催の国際会議において提綧された「アルマ・アタ宣言」
に刻まれている。日本においては、棼療所などの地域のかかりつけ医や保健所、
学校保健などを含むことができるだろう。その基本活動は、1）健康教育、2）
水と衛生、3）栄養、4）母子保健、5）予防接種、6）感染症予防・対策、7）簡単
な治療、8）基本医紅品の供給であり（中村 2018）、高度先進医療が

目を集

める現代医療の中にあって、「可塑性」、「多様性」、「持続可能性」に優れた医
療と考えられるのではないだろうか。

2009H1N1 パンデミックの時、日本が冷楘かつ模範的に対処できたのは、
常時からインフルエンザ対策が徹底していたからに他ならない（WHO 2017）。
インフルエンザ治療のガイドラインを公表している日本感染症学会は、2009
年以前から一貫して「早期受棼、早期治療」そして全陽性例に対する抗インフ
ルエンザ紅による原因療法を推綩してきた（楗木ほか 2009）。実際日本では、
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々、プライマリレベルの棼療所にもインフルエンザ迅速棼断検査

キットと抗インフルエンザ紅が備夵されており、検査と治療のハードルが医
療側にも患者側にも極めて低かった。2009H1N1 の時にも感染者やその関係
者に対する差別や偏見は見られたが、医療体制が崩壊する危機感は誰も抱か
なかったに違いない。
しかし、基礎疾患の有無や重症度を考慮せず、全陽性例に対して一律に積
極的原因療法が用いられる治療方椀は、世界の標準治療とはかけ離れてい
る。WHO や CDC も抗インフルエンザ紅を用いた早期治療の有効性は認め
ている。しかしその一方で、各国における医療保険体制や紅

の流通状況が

異なること、何よりも通常健康体である患者は対症療法で十分回復が見込め
るうえに、次節で述べるように、紅

耐性菌の問題も看過できないことから、

WHO も CDC も抗インフルエンザ紅の積極的な一律投与を必ずしも推綩し
9

ておらず、その見解は 2009 年のパンデミック以降も変わっていない（小笠原

2015）。また、日本における抗インフルエンザ紅の消費量は世界に抜きんでて
いると言われており、国内においてもこうした治療法に疑問を呈する声が挙
がっている（尾内ほか 2019）。さらに抗インフルエンザ紅消費大国である日本
においては、その成分の河川への流出が新たな社会的問題としても提起され
ている（東・田中 2012）。2009H1N1 での成功が、常時からの抗インフルエン
ザ紅による徹底した原因療法にあり、リスク管理の賜物と言えることは否定
できないが、長い目で見たときにそれがもたらすであろう負の現象を無視す
ることもできない。
一方、今回の日本における COVID-19 での混迷は、2009H1N1 対策におけ
る成功体験の副作用と言える側面もあるのではないだろうか。

COVID-19 で は 特 に 第 1 波 に お い て、 国 内 の プ ラ イ マ リ ケ ア 体 制 が
2009H1N1 の時のようには機能しなかった。インフルエンザに限らず、特に
新興感染症対策に必要不可欠とされる「早期発見・棼断に続く早期治療・対策」
（加藤 2013）の実施は、プライマリレベルでの対応なしには成立しない。し
かし、迅速棼断キットも特効紅もない状況の中、政府は医療崩壊を防ぐ目的
で一日の検査数および検査場所を限定し、COVID-19 感染疑いの患者対応を
日本の医療制度の特徴であるフリーアクセス制から切り離した。先述の元ラ
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ガーマンの非業の死は、こうした慣れない医療体制への急転換が深く関係し
ているとともに、確定棼断がその場でつかず特効紅もない新興感染症に対し
て、日本の医療体制があまりにも脆弱であったことの緕呈と言えるのではな
いだろうか。
さらに COVID-19 が再確認させてくれたことは、

性疾患と感染症の密接

な関連性である。COVID-19 陽性者において、COPD（
俅倧病、高

圧、椊不全などの

性閉

性济疾患）、

性疾患をもつ患者の死亡率や重症化率が有

意に高いことは、すでに数多く報告されている（例えば、Ishii et al. 2020）。さ
らに、集団感染が判明したダイヤモンド・プリンセス号において、船内に隔
離された

性疾患をもつ乗客の医紅品が不足し、乗客が大きな精神的苦痛を

強いられた事例も報道されている。こうしたことは、

性疾患予防がそのま

ま新興感染症対策に欠かせない要素であることを示している。平時であれば、
紅を常用することで

性疾患の症状を抑え、生活の質（QOL）を保つことは可

能であろう。しかしダイヤモンド・プリンセス号の事例によって、新興感染
症においては予期せず紅の供給が途絶える可能性があることが明らかになっ
た。そして何よりも、特効紅がない感染症に対しては、個体の
が一番の頼りの

システム

である。すなわち新興感染症対策においても、持病の紅を

正しく服用することに加え、生活改善による健康増進やそれを促す健康教育
が極めて重要になっている。そして、こうした

性疾患の予防や対策で特に

大きな役割を果たすことが期待されているのも、やはり棼療所やかかりつけ
医などのプライマリレベルの医療である（厚生労働省 2000）。
もともとアルマ・アタ宣言における PHC は、自然環境など「地球の健康」
までも視野に入れて提綧されたものではなかった。しかし、最先端技術のみ
に頼るのではなく、生活改善による健康増進や健康教育に力を注ぐとともに、
限られた資源と人間に本来備わっている回復力や
との

力を基盤とし、人と人

がりの中で行われる PHC のあり方は、下述する地球の健康という点か

らも、もっともレジリエントな医療の一形態と言えるだろう。人と人との
がりという点においては、本特集渥美稿でも、レジリエンスとソーシャルキャ
ピタルの親和性が言及されている通りである（渥美 2021）。
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4. 微生物との共生と薬剤耐性
前節で見てきた抗ウイルス

と同様に、抗生

も日本ではプライマリレベ

ルの棼療所に必ず備夵されている。感染源である細菌の増縁を
ことで、微生物を体内から殺

げたりする

する多種多様な抗生物質は、日本でも海外で

も日常棼療に欠かせないものである。しかし近年、過緪かつ不適切な使用が
原因で、抗生物質への耐性をもつ菌が次々と報告されるようになり、抗生
の管理と処方は世界的に問題視されつつある（Davies 2013）。この現象は医療
のレジリエンスとも密接に関わっている。国際保健学者の山本太郎は、「
トと病原菌の共存とレジリエンス」と題した論文で、「微生物と

トとの共生

が病に対するレジリエンスを維持している」
（山本 2018: 131）と指摘している。
そうだとしたら、広範囲に細菌を死

させる抗生物質の使用に頼っている現

代医療のあり方は、本当にレジリエントと言えるのか。
医学の発達と公衆衛生の普及のおかげで、私たちは歴史上前例のないほど
長く生きられるようになった。国や地域間に大きな格差はあるものの、高
齢化社会が全世界的に俇来しているという事実は誰も否定できない。特に
日本は高齢化社会の先駆者と位置付けられる。こうした長紻社会を可能にし
た一つの要因にも、抗生

の普及が挙げられるだろう。史上初の抗生

ペ

ニシリンの誕生からまだわずか 100 年しか経っていないが、内科学はもち
ろん整形外科から終末期医療まで、現代医療は抗生

なくして成り立たな

い（Rosenblatt-Farrell 2009）。WHO の「必須医紅品モデル・リスト」
（WHO

2019）に収載されている 460 品目のうちにも、抗生 は 38 品目含まれる。こ
のリストには基本的な医療を提供するために必須とされる医紅品が示されて
おり、感染症対策は最も基本的な医療の一つであることがわかる。
しかし、抗生
死

があまりにも大量に使われ続けてきた結果、良性の細菌が

する一方で、人体に害を及ぼす一部の細菌が死

せず紅に対して耐性を

獲得することが明らかになっている。こうして細菌に対して紅の効果が下が
る（または完全になくなる）という現象は「紅

耐性」
（antimicrobial resistance

略して AMR）と呼ばれ、地球規模の課題となっている。WHO や厚生労働省も、
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は投紅すればするほど紅効が落ち、耐性をもった細菌のみが生き残っ

てしまうと警鐘を鳴らしている。
医療のレジリエンスという観点に立てば、感染症の治療にとどまらず外科
手術や病院内の衛生管理まで抗生

を多用し、それなくしては成り立たない

現代医療は、身体と社会が相互作用を繰り返し、互いを変化させあうはずの
可塑性を弱める仕組みのようにも見える。つまり、菌の毒性に

染された身

体が抗生物質によって回復したとしても、その一方で環境中の紅

耐性菌が

増縁し、医療における社会－生態系システムを持続不可能な状態に陥らせる
リスクは高まっていく。
その点、抗生物質をより慎重に用いることを目指した世界各国の「抗菌紅
適正使用支援プログラム」
（antimicrobial stewardship program）は、医療の可塑
性を高める手段として考えられる。
「WHO 必須医紅品モデル・リスト」では、

2017 年の第 20 版以降、抗生
者二つに分類された抗生

を “Access,” “Watch,” “Reserve” に 3 分類し、後

は耐性化が懸念されるためできるだけ使用を控え

るよう呼び掛けている（WHO 2019）。また
菌の死

紅研究においては、非病原性細

を防ぐため、抗生物質が体内の特定の組織のみへ運ばれるようなバ

イオ医紅の合理的設計の可能性が進められている（例えば、de Oliveira et al.

2017）。
抗生

は人間だけを対象に開発されてきたわけではない。驚くことに、抗

生物質がもっとも大量に使われているのは農夲産業である。家夲動物も細菌
感染によって成長が遅れたり病気を発症したり、ときには死んでしまったり
する。感染予防対策として、家夲のエサに広く抗生物質が混ぜられている（例
えば、van Boeckel 2019）。レジリエンス研究において「大加速化」
（The Great

Acceleration）と呼ばれる 1950 年代半ば以降、農業における成長促進抗生
の利用が一般化したのに伴って地球上の家夲が急増した（Bennett et al. 2018）。
その結果、近年農夲業の現場でも抗生物質が効かない紅
増えてきており、紅

耐性菌がどんどん

耐性は人間と他の生物の共生を見直さざるを得ないほ

どに重大な課題となっている（Tang et al. 2017）。そしてそれに反比例するよ
うに、野生動物の生息環境が徐々に縮小しつつあり、細菌の宿主と人間の距
離が縮まっていく。抗生物質は現代医療にとって欠かせないものであるが、
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その絣用は生物多様性への大きな圧迫要因にもなっているのがわかる。
以上の通り、紅

耐性という現象はある特定の紅

の有効性だけの問題

ではなく、社会－生態系システムたる医療のレジリエンスを問うている。医
療体制に対する信頼が COVID-19 によって

かされていることは先述の通

りだが、さらに今回のパンデミックは、ウイルス感染と細菌感染との複雑な
関わりを示すことで、その背景に潜む問題に関心を集める機会にもなってい
る（図１参照）。ウイルス感染症が抗生

で治療できないことは周知のことだ

が、COVID-19 の治療にあたっては、細菌の複合感染や医療施設での二次感
染予防などのため、抗生

の処方が大幅に増えていることが報告されている

（Hsu 2020; Getahun et al. 2020）。そして紅

耐性という現象を通じて、既存

の医療制度に基づいた中央集権的な管理による医紅品配給の持続可能性が問
われる一方で、菌類の生態学や

紅に関わる市民科学運動などの草の根の取

り組みが活発化し、かつてないほどの勢いで試行

を重ねている（例えば、

Lorimer and Hodgetts 2017）。

図１：AMR と COVID-19 の関係を示す WHO の情報画像

（出典：Science in 5: Antibiotics & COVID-19, Coronavirus disease (COVID-19) advice
for the public: Mythbusters, WHO, https://www.who.int/images/default-source/

health-topics/coronavirus/myth-busters/mythbuster-3.png; 2021年1月15日アクセス）

本来、人間によって人間のために開発された抗生
にまで伸ばした。抗生
紅

は、その手を家夲動物

の絣用は、人間と細菌のかつてのような共生を破壊し、

耐性菌を作り上げてしまった。このことは人間中心主義の医療が生み出

した環境問題の典型的な事例であろう。
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5. プラネタリーヘルスを創る
本稿では、COVID-19 をきっかけに新型インフルエンザと紅

耐性という

2 つの事例をふまえ、可塑性、多様性、そして持続可能性の 3 つの側面を念頭
におきつつ、医療のレジリエンスに対する試論を提示してきた。新型インフ
ルエンザの事例では、日本の医療における治療方椀の特異性と脆弱性を述べ
た上で、レジリエンスに近い医療の形として、限られた資源と、人間に本来
備わっている回復力や

力を基盤とし、人と人との

がりの中で持続可能

な疾病予防や健康増進を担うプライマリヘルスケアを取り上げた。また紅
耐性の事例では、医療のみならず農夲業においても抗生物質が絣用されてい
る現代社会の「医療システム」を再確認した上で、そのことが引き起こしてい
る可塑性の低下および生物多様性への負の影響を論じてきた。まとめとして
ここからは、
「可塑性」、
「多様性」、
「持続可能性」を包括する「プラネタリーヘ
ルス」の概念を用いて、医療のレジリエンスについてさらに考察を深めたい。
人間は多種多様な動植物と共にこの惑楄を生き、その未来を共に

ってい

く。それを理解しようとする試みとして、近年「人新世」という地質学の概念
が世界中で注目を集めている。また医療分野に関して言えば、「プラネタリー
ヘルス」という領域が勢いを増している。人間を中心に人間のみの健康を追求
してきた「グローバルヘルス」に対して、「プラネタリーヘルス」は、地球環境
と人間そして動植物との関係性に焦点をあて、次世代の健康を追求する研究
と実践を目指す試みである。
例えば、Myers and Frumkin（2020）は、プラネタリーヘルスにおいて次
の 2 点を重要なポイントと指摘する。まず、公衆衛生と環境問題を別の領域
と位置付けて役割を分担させてしまうことは、ひいては持続不可能な社会を
生み出すことにつながりかねない、という指摘である。人間の栄養不足の原
因の一つに気

変動による種の絶

が言われているが（Whitmee et al. 2015:

1982–83）、これは公衆衛生と環境問題を同時に考えなければ解決できない
問題の一例である。2 点目が、持続可能な環境保全の活動は人間だけでは
なく共に生きる他の生物たちの健康を守り、ひいては「生物地球科学的絽環
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（biogeochemial cycle）」の回復にもつながるという指摘である（Fukushi 2019
を参照）。プラネタリーヘルスの領域では、プラスチックを含むゴミ処理の改
善、環境への負担を抑えた食生活、家族計画と人口政策、都市計画など、一
見医療に直接かかわらないように思える問題も、結局は人間の健康を考える
上で極めて重要な要素となるのである（Myers and Frumkin 2020）。
これからの医療のレジリエンスを考える際には、プラネタリーヘルスの視
点が極めて重要な意味をもつ。
「医療」とは、農

同様に人間が

り上げてき

たものである。それをふまえた上で人間の健康を地球の健康に重ねて考える
とき、そこで大きな議論になるのが二律背反（tradeoﬀ）の関係性である（井村

2012; Myers and Frumkin 2020）。例えば、農地の開士は地球の健康を かし
かねないが、本特集中野稿にもある通り、農

の開始が人類の繁栄に果たし

た役割は計り知れない。農業の発展によって、より多くの人間が

えること

なく感染症に打ち克つ栄養を夵えることができている。しかし、こうした二
律背反の関係性に対して Whitmee ら（2015）は、「（人類が得た）利益（beneﬁt）
は目先（short term）のものであり、（われわれは）その代償を極めて長きにわ
たって支払わなければならない」と指摘している。この指摘は医療に対して
も同様であろう。目の前の「救える命」を見
が

てる医療は医療と呼べず、抗生

ロの時代に戻ることもできない。しかし、新興感染症を機に医療のレ
4

4

ジリエンスを考えるのであれば、人工物たる医療がこれから先、いかに地球
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の健康を守ったうえで人類の健康を促進し、その可塑性を高めていけるのか、
その可能性と方法を真剣に探る必要がある。

COVID-19 は、人間中心に行われてきた従来の医療のあり方を見直すきっ
かけを与えてくれた。人間中心を脱した医療のあり方を考えるには、広く人
間科学の視点から医療の「レジリエンス」を問うことが必要である。そのこと
は、人間科学という分野が、実は人間を越えた領域に広がっている可能性を
ほのめかす。本特集の各論文からもわかるように、レジリエンスとは極めて
学際的な概念である。ボランティア活動から持続可能な開発目標（SDGs）ま
で、一般用語としても定着している（本特集渥美稿参照）。本稿は「医療」を通
して、そのようなレジリエンスを人間中心の視点から切り離し、人間科学の
視野を広げる機会であった。
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人間科学においては、社会を人間の営みとして理解し、分析することが主
流であろう。医療に関しても、レジリエンスを発揮すべき医療システムは人
間が運営する医療制度のことを指し、病いは人間の社会的現象とみなされる
ことが多い。しかし、心身の健康はそもそも人間社会と自然環境との切って
も切れないループの中にあるものだと気づくことができたなら、人間主体で
行われてきた従来の人間科学の視点では足りず、その視野を徐々に広げる必
要があることがわかる（Watanabe and Watanabe 2019）。人間を中心とした医
学や社会学の方法のみで、社会－生態系システムとして医療のレジリエンス
を包括的に理解することはできないだろう。その点、生態学や地球システム
科学などのレジリエンス思考は示唆的である。例えば生態学では、レジリエ
ンスは次のように定義されている。
「レジリエンスとは、槬乱・緱乱などのショックに対し、システムが同一
の機能・構成・フイードバック機構を維持するために変化し、槬乱・緱乱
を吸収して再編成するシステムの能力である。(Walker et al. 2004）10
生態学がいうシステムも、単なる人間社会の体制や組織的な仕組みだけを
指すのではなく、人間を含むあらゆる生態を包括している。現今の社会－生
態系システムの

弱性は、COVID-19 の真っただ中を生きる私たちに、これ

までになく明白な事実としてのしかかっている。つまり、COVID-19 を含む
新興感染症の発生は森林の破壊が一つの原因とされていること、さらに感染
症拡大にともなう経済危機が気
も、

変動に与えかねない負の影響などを考えて

トの身体と地球の生態系が密接に重なり合っていることがよくわかる

（井村 2012; Ostfeld and Keesing 2020; Ashbolt 2019）。そしてそのことは、地
球そのものの健康を取り戻そうとする試み、例えば、生物多様性に配慮して
抗生

の絣用を見直し、生物多様性への圧迫を防ぐような取り組みが、ひい

ては医療のレジリエンスを高めることに密接につながっている。医療を自然
環境と切り離して人間社会のみの出来事として理解する従来の思考から、人
間社会と地球の生態系の相互作用の中で理解する思考への移行は、人類が「グ
ローバル」の時代から「プラネタリー」の時代への過渡期にいることを示唆し
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ている（ケイポン 2020）。こうした人間と自然環境が織りなす作用と反作用す
なわちフィードバックループへの認識の高まりは、「プラネタリーヘルス」と
いう新たな領域を発展させる土緭と言えるだろう。
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本論文は、令和 2 年度大阪大学大学院人間科学研究科

ューマン・サイエンス・プ
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が基になっています（題目：
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）
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て下さった皆様に心から感謝をいたします。

注
1

COVID-19 と

に関しては、久留米大学医学部

学講座のホームページにある「新型

コロナウイルスに打ち勝つための独り言」にわかりやすい情報が掲載されている（http://

www.med.kurume-u.ac.jp/med/immun/ 2021 年 2 月 10 日アクセス）。
2

米大手総合情報サービス会社のブルームバーグが COVID-19 に対するレジリエンスの国
別ランキングを発表している「The Covid Resilience Ranking」
（https://www.bloomberg.com/

graphics/covid-resilience-ranking/ 2021 年 2 月 10 日アクセス）を参照。
3

We’ve built systems, from agriculture to urban areas, that have reduced our resilience, giving us
large beneﬁts in the short term, while creating vulnerabilities in the long term. This hasn’t been
a very intelligent strategy. (Rockström and Klum 2015: 55)

4

医療社会学や医療人類学にとっては当然のことかもしれない。少なくとも一部の医療人類
学者は、治療の実践や医療の仕組みを自明のものとせずに可能な限り包括的な理解を試み
る。ただし、こうした見方は、臨床現場における主観的な人間関係に焦点を絞った従来の
医療人類学では必ずしも主流ではなかった。

5

ただしビーバーやシロアリなどの事例が示すように、

トは自然環境を変える唯一の動物

ではない。

6

本稿で言う「可塑性」は、医学分野で用いられる「神経可塑性」より一般的に、社会－生態系
システムにおいて互いを変化し高め合う特性を示す。心理学において、レジリエンスは個
人が可塑的に変化する特性として定義されてきた。例えば、マイケル・ラッターによれば、
レジリエンスは「リスクに反応する個人の多様性と可塑性であり、レジリエンスによって
人生のストレスや困難を乗り越えられるが、レジリエンスは個人の固定した特性ではない
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ため、ある時点で困難に対処するのに成功しても、状況によって異なる反応を示す」
（Rutter

1987 cit. 浽・小野寺 2014: 74）。これに対して、生態進化発生学では、可塑性は個人にとど
まらず、種や生態系を変化させるという特徴として論じられてきた。この分野の教科書は
可塑性についてこう定める。
「私たちは表現型可塑性をある環境入力に反応して、形状、運
動、活性などを変化させる生物の能力である、と定義する（略）。この可塑性は個体ではなく、
形質の属性である。たいていの個体は、いくつかの可塑的形質をもっている。動物や植
物の

や幼生期に見られる表現型可塑性は、しばしば発生の可塑性とよばれている」
（ギル

バート & イーペル 2012: 4）。さらに、人新世におけるレジリエンス研究の普及を考察し
ている人類学者の森田俿郎と綸木和

奈が次のように述べている。
「The transformation of

resilience from describing the ability of ecosystems to absorb external shocks to characterizing
the capacity of social-ecological systems to learn and transform was mediated by models of
complex adaptive systems that connected the adaptive behavior of organisms to computer
algorithms and the market model.」
（Morita and Suzuki 2019: 293) 。したがって、生命体と
環境が互いを柔軟に変化し合うという発想は、近年のレジリエンス論において社会生態
系システムの可塑性として広く論じられるようになってきたことがわかる。本稿で使う
「可塑性」はこうした社会生態系システムの可塑性を示すものである（さらに Papadopoulos

2018: 117–137 を参照）。
レジリエンスと多様性の関係についてさらに本特集中野稿の第

7

総を参照：
「生物多様性の

重要さについては、国際的な条約が締結されるなど、すでに世界的な共通認識となりつつ
ある。そのこともまた、人類にとっての将来に対するレジリエンスを構築したといえるの
ではないだろうか。」
（pp. 104）
レジリエンスと持続可能性の関係についてさらに本特集渥美稿の第３総をさらに参照：
「災

8

害研究において（略）持続可能な状態（サステナビリティ）を達成することに向けてレジリ
エンスという概念を導入することによって、あるがまま、かけがえのない、最後の一人ま
でといった言葉に親和性をもつ社会構想を抑圧することのないようにしたいものである。」
（pp. 118）
一般向けにつくられた啓発チラシ『What You Should Know about Inﬂuenza (Flu) Antiviral

9

Drugs』
（2020.9.9 版）の中でも、「Most people who are otherwise healthy and not at high risk
for ﬂu complications and who get the ﬂu, do not need to be treated with antiviral drugs unless
they are hospitalized」と明記されている。https://www.cdc.gov/ﬂu/pdf/freeresources/updated/
antiviral-factsheet-updated.pdf（2021 年 2 月 10 日アクセス）
10

Resilience is the capacity of a system to absorb disturbance and reorganize while undergoing
change so as to still retain essentially the same function, structure, identity, and feedbacks.”
(Walker et al. 2004).
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RESEARCH ARTICLE

Healthcare and Resilience in Pandemic Times

Rie OGASAWARA, Gergely MOHÁCSI
Abstract

City planning, improvements in personal hygiene and medical innovations over
the past two centuries led to the decline in infectious disease mortality in most parts of the
world. As a consequence of this so-called epidemiological transition, modern public health
concerns and policies have become increasingly structured around non-communicable
diseases (NCDs), such as diabetes, obesity or hypertension. It is in this context that the
new type of coronavirus (COVID-19) emerged from Wuhan, China, in late 2019. More
than 3 million deaths worldwide as of May, 2021 combined with often low levels of
transparency regarding the availability of PCR tests or the development and distribution
of vaccines have considerably damaged the trust in modern healthcare systems around the
world. COVID-19, a zoonotic disease, illustrates the systemic vulnerability and inflexibility
of modern, anthropocentric infrastructures such as public healthcare systems. The causal
relation between primary (viral) and multiple secondary (bacterial) infections in overloaded
hospital settings is an obvious example. In this essay, we start from the medical notion
of resilience to discuss the importance of coexistence with microorganisms for a more
resilient healthcare system, by which we mean a ‘social-ecological system.’ The two different
cases, 2009H1N1 influenza and antimicrobial resistance, introduced and discussed here
are related to the COVID-19 pandemic in important systemic ways and will allow us
to highlight three aspects of resilience in healthcare: (1) plasticity, (2) diversity and (3)
sustainability. In the last section, we discuss the concept of planetary health that we hope
can help us imagine better ways of protecting the health of both humans and the planet in
pandemic and post-pandemic times.

Keywords : COVID-19, 2009H1N1 influenza, planetary health, antimicrobial
resistance (AMR), plasticity, diversity, sustainability
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違和感とフラストレーションを起点とした
協同的オートエスノグラフィー
片田 真之輔 大阪大学大学院人間科学研究科前期博士課程 修了
大川 ヘナン 大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程
なかだ こうじえんりけ 大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程

要旨
本稿は、共生や共創という一見ポジティヴな言葉に関して、その語の現行の用いられ方に対する違和
感やフラストレーションをあえて前面に押し出しつつ、協働的エスノグラフィーという手法を用いた多
角的かつ批判的な検討を試みる。
第一に大川は、“ 在日ブラジル人 ” という当事者の視点から、一般社会や研究の世界おける現在の共
生の在り方が、“ 強者のため共生 ” にとどまり、“ 当事者のための共生 ” にはなっていないことを示す。
また、学術的な場において当事者と見なされるためにはマジョリティの考える条件が必要であるという
問題を指摘する。
第二に片田は、“ 教育制度や選抜に翻弄された ” 経験をもつ者として、未来共生プログラムの選抜試験、
共生を素直に語れる場が変容していく過程を通じて、現在の学術的な共生や共創の前提には、その語の
意味に反して “ 制度的優生思想 ” と呼ぶべき問題が存在しているのではないかという問いを提示する。
第三になかだは、対話イベント内の際の当事者性を抑圧するようなコメントを契機として、“ ポリグ
ロットうちなーんちゅ・クィアフェミニスト ” という立場から、マイノリティや問題の当事者が安心し
て声を挙げる環境を保障することの難しさを論じた。
本稿での検討により、次の 2 点、1. マイノリティや各種問題の当事者の声を聴くこと、2. 社会的な
マジョリティやいわゆる専門家の前提の内にある無意識の特権性への自覚を通してはじめて、共生社会
を共に創る可能性が開かれるのではないかと結論づける。

キーワード
協働的オートエスノグラフィー、共生、共創、対話、マイノリティの違和感、制度的優
生思想
片田 真之輔；shinnosuke.k.info@gmail.com
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１ . はじめに

1.1 本稿の背景
本ジャーナルの前身である『未来共生学』ジャーナルの母体となった未来共
生学の発足（2014 年）以降、大阪大学人間科学研究科においても「共生」という
言葉が頻繁に使われるようになった。そして 2016 年、研究科内にアウトリー
チ活動や学内でのコミュニケーション促進等を担う、未来共
置され、「共

センターが設

」という語も積極的に用いられるようになってきている。2020

年夏頃から筆者たちは、共生・共

がもたらすポジティヴなイメージを

する言葉、ならびに大学院における研究環境の間に大きな

起

を感じ語の使

用や意味を多角的に検討すべく対話を繰り返してきた。
本稿の問題意識の背景には、我々（共著者）がこれまでに抱えてきたフラス
トレーションが存在する。やや抽象的なストーリーとして提示するならばそ
れは次のようなものとなる。
世界は、常に強者（強い立場にある者たち）によって

られてきたといって

も過言ではない。強者たちは、自身の知識や行動から “ 様々なことば ” を生
み出し、それらを具現化することで社会に変革をもたらしてきた。そして強
者たちは、階層や階級という続列を作り、富や権利を独占してきた。しかし、
時代を追うごとに強者の行き過ぎた独善的行為や不平等な構造の維持に対し
て、弱者とされた人々は、強者や社会に対して異議申し立てを始めた。それは、
弱い立場から声を上げ、俕い続けることで、強者による不平等な構造を変革
していくことを意味している。そうして弱者側が俕うことによって、強者た
ちと弱者たちともに作り上げたとされる法律や権利、そして学問は弱者の多
くを救う形となった。その成果として、例えば、公民権、様々な差別禁止法、ジェ
ンダー学やフェミニズム、アファーマティブ・アクションなどが生まれた。
こうした世界的な動きに呼応するように日本では、70 年代後半から 80 年
代にかけて共生が人文社会科学的な用語として使われ始めた。その後、経済
界での使用や行政用語として使われる中で一般社会に棰俐してきた。また、

2000 年代以降は大学においても共生という名の付く学部、研究科が設立され
てきた。
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言葉としての共生が棰俐する一方で、未だマイノリティや当事者たちの権利
や生活などは緁位に置かれている現実もある。そのような現実の前に、強者
たちの用いる共生という言葉が、「ことばの
学術的な問題を渳い

術」
（植田 2006）として政治的・

してしまうという危険性も指摘されてきた。なぜ、こ

のような矛盾の絕榎が生じ、存続してしまうのだろうか。その理由の一つと
して、弱者とされる人々（当事者）がいないところで議論がなされていること
が多い、ということが挙げられる。
さらに近年、行政や経済界がリードする形で、新たに「共
（

」が「バズワード」

本 2020）として流通し始めている。本ジャーナルでは、共

は概ね、共生

を目ざすための方法やプロセスである（志水 2020; 渥美 2020a）とされている
が、一般的にはそうした使われ方のほかに、共
たり、共生共

は共生の次なる段階とされ

と並べて使われることもあり、両者の関係は多様で曖昧な部

分も多い。本『未来共

』もまた、前身である『未来共生学』ジャーナルを引き

継ぐ（渥美 2020b）とされてはいるものの、「未来共生学」と「未来共

」が学術

的な意味においてどのような関係にあるかは明確ではない。
こうした問題は、当事者不在のまま、言葉が独り歩きしているのではない
かということである。また共
側面を渳い
共

す「ことばの

という言葉が、共生以上に、コンフリクトの

術」となり得るという点にある。私たちの「未来

」もそのような問題の一絒を担ってしまっている所はないだろうかと指摘

する。

1.2 本稿の概要
以上の問題意識を背景に、本稿では未来共

ジャーナルが引き継ぐとされ

ている未来共生学、ひいては共生学の在り方から、改めて考察する必要があ
ることを論じる。共

が理想としての共生にいたるプロセスであれ、共生の

次の段階であれ、共生に関する議論が不十分である限り「企業の経営やマーケ
ティングのあり方における共

の称紷」
（

本 2020: 20）を超えるものにはな

り得ないからである。そのため、本稿では共

を共生とは不可分のものとし

て扱い、共生学に関する議論を通して批判的・実践的に共

を論じる。

本稿はそうした検討の一環として、協同的オートエスノグラフィーという
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手法を用いて、筆者らの所属する（していた）、大阪大学人間科学研究科にお
ける「共生」や「共

」という言葉の使用をめぐる違和感やフラストレーション

を、あえて前面に押し出す形で論じる。また、当事者性を強くもつ共著者の
経験に基づく記述というアプローチにより「共生

共

1

は『誰』のために存在

し、どのような『基準』によってつくられているのか」という問いについて考
察を深める。この目的のため各著者が、それぞれの視点から共生学に対する
違和感を具体的な場面と共に示す。
以下、主に 1、2、4 は片田が、3 は大川が担当し、なかだは 5 を担当した。

2. 協同的オートエスノグラフィー

2.1 本稿で協同的オートエスノグラフィーを用いる理由
本稿に先だって、著者らはオートエスノグラフィーの勉強会を通して、共
に自己の経験を記述することの意義と難しさを共有していた。それぞれの経
験に照らし合わせながら現在の社会的状況や研究環境に関して話す中で、そ
れぞれ共生や共

という言葉が安易に用いられることに対する違和感が話し

合われた。
そこで、共生学や共

をめぐる違和感やフラストレーションを起点とした

当事者の視点からの議論を行うことになった。一般的に想像される調和的な
イメージとは反対に、
「共生」には価値対立や
ションが含まれるということは

藤、矛盾、違和感やフラストレー

川紀総、井上達夫、花崎

平らの初期の共

生論から、近年の議論（志水・河森・ 本ほか編 2020）に至るまで一貫して理
論的に重視されてきた。しかし、今日そうした共生のネガティヴな側面を具
体的な文脈に照らし合わせながら議論されることは

である。

以上のような理由から、本稿では従来の研究論文では十分に反映されてこ
なかった“当事者の視点”を最も有効的に反映させうる方法として、協同的オー
トエスノグラフィーを用いることとなった。

2.2 協同的オートエスノグラフィーとは
ーウォン・チャンらによるハンドブックでは、オートエスノグラフィー
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（Autoethnography）とは「研究対象としての自己に焦点を当てながらも、単な
る個人史の語りを超えた質的研究手法」
（CHANG et al. 2013）や「社会文化的
文脈の中に位置する自分のライフストーリーのデータを用いて、自己という
独自のレンズを通して社会を理解するための研究手法」と定義される（同 : 18）。
そうすることで、自分自身の経験を表に出し、客観性の主張ではなく、研究者・
参加者間の主観性を大切にする方法論である（同 : 18）。
協同的オートエスノグラフィー（Collaborative Autoethnography）とは「協
調的、自伝的、民族誌的であると同時に質的研究手法」
（同 : 17）であると定義
される。そのメリットとして、「自己分析と集団分析を同時に行うことでき
る」
（同 : 25）ことが挙げられている。また、主観性の集団的探求、研究者と協
力者のパワーシェアリング（どちらか一方が独善的にならないような関係性）、
研究の効率化、自己と他者の深い学びが可能となり、その執筆過程や成果は
コミュニティ形成に

がっていくとされる。

協同的オートエスノグラフィーとオートエスノグラフィーはともに、「研究
者を、研究プロセスとは別個のものとして捉えるのではなく、研究者の視点
から、具体的で、時に

起的あるいは分析的、かつ多くの場合、語られてこ

なかった研究の側面を提示するものである」
（同 : 35）。つまり、従来の研究で
求められていた客観性や専門性を追求するあまり、抜け落ちてしまった個々
の人生における経験や物語、主観性を重要視した研究手法である。

2.3 本稿における「当事者」とは
当事者は、社会学を中心に非常に重要なワードでありながら、人によって
使われ方も異なり混乱が見られる用語でもある。
本稿では中西・上野（2003）における捉え方に基づく用語として捉える。同
書では、当事者は単に属性を示すものではなく「私の現在の状態を、こうあっ
て欲しい状態に対する不足ととらえて、そうではない新しい現実をつくり出
そうとする構想力をもったときに、はじめて自分のニーズとは何かがわかり、
人は当事者になる」とされる（同 : 3）。当事者は現在の状況を変えるというニー
ズをもつ人々なのである。
一方、専門家は「当事者に代わって、当事者よりも本人の状態や利益につい
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て、より適切な判断をくだすことができると考えられる第三者（同 : 12）」とさ
れており、これらの専門家には「権

」が与えられているのだという。

当事者が何らかのニーズをもたざるを得ないということは、議論の前提と
なる経験や問題意識、認識にも大きく関わってくる。当事者研究を
きた

引して

屋や熊谷らが丁寧に論じてきたように、それらの目に見えない認識や

感覚的な領域は、自ら書かれ、語られなければ「専門家」にはわからないこと
も多い（

屋・熊谷 2008）。

本稿では、あえて “ 専門家 ” ではなく、目に見えない前提や認識レベルの違
和感に焦点を当てるため “ 在日ブラジル人 ”、“教育制度や選抜に翻緙された人 ”、
“ クィア

倓人 ” という当事者の立場をそれぞれ前面に押し出すことで、専門

家が担ってきた共生（ひいては共

）において不可視化されてきた問題を明ら

かにする。

3. “ 誰のため ” に共生／共創は必要なのか
ここからは、日本社会における私（大川）自身のマイノリティとしての経験
と、大阪大学で提綧される「共生」の間に横たわるギャップに着目しながら、
マイノリティ「当事者」の視点から「共生」について論じていく。

3.1 差別の世界からみた「共生」
「失礼ですが、外国籍の方でしょうか？

申し訳ありませんが、今回の

集

は外国籍の方は対象外となっておりまして、別の見合う仕事があれば改めて
紹介をさせて頂きます。」
（2010 年：アルバイト面接取り決めの電話にて）
「申し訳ありません。当侂で取り扱っている物件の多くが外国籍の方は NG
となっておりまして、外国籍の方でも

約可能なのはこちらの 3 つの物件で

すが、いかがでしょうか？」
（2014 年：就職に伴い不動産屋を訪問した際の対
応）
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この 2 つの対応は私自身が経験した出来事である。多くの日本人と同様に
日本語を話し、日本の文化も理解し、そして、何よりも母国ブラジルよりも
日本で長く暮らしたことのある私が直面した、日本社会における差別の現場
である。具体的な差別に直面した際に紞き上がった感情は、侥りでも
もなく驚きと笑いであった。
「あ

縉で

そうきたか」という客観的な視点からの関

心すらあった。日本おいて差別はそこら中に転がっている。しかし重要なこ
とは、その差別が見える者と見えない者とはっきり分かれているということ
である。
私は大学の授業で、日本人の学部生に「日本には差別があると思いますか？」
と質問を投げかけた。するとかれらは、怪

そうな顔で「日本にはそんな差別

はないと思います」や「少なくとも私は見たことないです」と答えた。そして、
冒頭の体験を語ると、まるで自分たちの認識してきた日本ではないかのよう
な驚きを見せる。
そして私はもう一つ、かれらに質問をした。
「もしあなたたちが、この話に
出てくる採用担当者や不動産従業員になり、会社から差別的な対応を求めら
れた時には、あなたたちはどうします？
を言うことができますか？

差別をしますか？

それとも NO

差別がよくないことはみんなわかっていること

ですが、日本社会の現状においては、あなたたちは差別を求められることに
なるのです」。しかし、この質問に答えられた学部生はいなかった。もちろん、
誰でも難解な質問であると予想する。私は、かれらを困らせるためにこの質
問を投げかけるわけではない。単綅にかれらの答えを知りたかった。なぜなら、
私たちに向けられた差別は必要悪のような、社会を構成する一つの終わりの
ない要素なのか、それともピリオドは存在するのかを明らかにしたかったか
らである。
近年、言葉の上では、“ 多文化共生 ” という言葉を様々な場面で目にするこ
とが増えた。特に、行政による在留外国人との共存を目指す試みに “ 多文化共
生社会 ” という名が与えられる傾向がある。そこには “ 外国人市民の社会参画 ”
や “ 違いを認め合う社会 ” といった

い文

が添えられていることが多い。

しかし、外国人市民が直面する社会と、それらの理念とは大きな

離があ

る。私の冒頭の体験は、何も私のみが直面した差別の場面ではない。例えば、
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法務省の委託実施した外国住民調査（人権教育啓発推進センター 2017）におい
て、就職において差別を経験した外国住民の数は 25% であった。その職業差
別にあった25%の内、
24%の外国人住民は日本人と同等の日本語レベルをもっ
ていた。さらに住居の差別に目を向けると、同調査において 39% の外国人住
民が外国人であることを理由に入居を断られている。こうした法務省の調査
によって明らかになった差別の内容は、今に始まったことではなく、1970 年
に起こった、在日韓国人楗年が在日であることが判明したのちに内定を取り
消された「日立職業差別事件」なども存在する。行政が “ 多文化共生社会 ” を掲
げている一方で、外国人である我々が暮らして行かなければならない社会は
今日に至るまで必ずしも「共生」を推し進めているとは限らないのである。
「共生」は、行政のなかだけで語られてきたのではなく、教育の場において
もグローバル社会に対応する形で “ 多文化共生教育 ” が綧えられてきた。私自
身も、日本の学校に通うことで様々な多文化共生教育を受けてきた。しかし、
その内実は、グローバルリーダーである西
で

諸国の洗礼された文化と、貧困

れている私の出身国のブラジルを含めた “ 発展途上国 ” という対比による

ものであった。日本の学校で学ぶ多文化共生は、共生という側面ではなく国
際理解に紵旨が椭えられており、日本がグローバルエリートたる実感を子ど
もたちにもたせるための教育であったと感じられた。そして、それ以外の国々
の子どもたちにとっては、自分たちに緁等感を植え付けさせる通過儀礼となっ
ていた。
例えば多文化共生教育を学ぶのは、3F と称される “Fashion、Food、Festival”
のような表面的なもの、もしくはネガティヴな面からみた社会が抱える問題
などである。授業内で扱われるブラジルのイメージは

延する犯罪や麻紅、

アフリカであれば戦争と貧困などがあげられる。そして多文化共生教育であ
りながら、日本社会が抱える差別やマイノリティ問題は触れず、諸外国が解
決すべき問題を見ながら、「日本は安全でよかったね」と子どもたちを安心さ
せる。一方で、海外に榵国のある私たちは「
たの？」と不安を
ちは「ヘナン

の国はそんなに悪いところだっ

らせてしまう。そんな不安を抱いていた私に周りの友人た

は日本に来れてよかったね」と私に声をかけてきたことを思い

出す。しかし、私にとって本当に棾いのは日本で差別を受けながら生きる方
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である。
現在、私は日本における共生に不信感をもっていながらも大阪大学大学院
人間科学研究科未来共生学講座共生社会論に所属しており、さらに人間科学
未来共生博士プログラム（通称「未来共生」）の履修生である。これまで共生の
ない、あるいは理想的な共生とは程遠い世界で生きてきたと感じる私にとっ
て、あまりにも涼倠で矛盾した物語である。そして私は再び大阪大学で出会
うことになった、共生に対して疑問をもたざるを得ないのである。

3.2 誰のための「共生」なのか
筆者の感じる疑問に先だって確認するべきことは、共生は誰のために必要
だとされているのかという点である。現在、大阪大学で論じられる共生とは、
誰あるいは何のためのものなのかである。
ここで再度、共生の定義を河森らの教科書『共生学が

る世界』から振り返る。

共生とは「民族、言語、宗教、国籍、地域、ジェンダー、セクシュアリ
ティ、世代、病気・障害等を含む、さまざまな違いを有する人々が、そ
れぞれの文化やアイデンティティの多元性を互いに認め合い、対等な関
係を築きながら、ともに生きること」を指す。
（河森他 2016: 4）
河森らの綧える「共生」の議論は “ グローバル化 ” と “ 個人化 ” という “ 時代の
要請 ”（同 : 4）によってもたされたものであり、その起源には少なからず “ 外
国人問題 ” が起因していることを

間見ることができる。少子高齢化に伴い、

低下する国内の労働力をカバーするために外国人労働者に白羽の

を立てる

こととなる。それを受けて 90 年の入管法改正に伴い、数多くの外国人労働者
及びその家族が日本国内へ流入するようになる。しかし、労働力のみを求め
ていた日本国政府にとって、外国人労働者の家族はいわば “ 予期せ

副産物 ”

であった。地域社会におけるコンフリクトや学校現場における混乱はこの「予
期せ

副産物」によってもたらされることになる。スイス人作家のマックス・

フリッシュが、スイスにおけるイタリア人移民問題を「我々は労働力を呼んだ
のに、人がやってきた」と当時の状況を表現しているように、日本でも “ 労働力 ”
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ではなく、“ 人 ” が問題となった。
多くの日本人とは、異なる文化をもつ外国人とのコンフリクトが注目され
るようになり、行政側からも共生社会が注目されるようになった。さらに教
育現場でも前述の “ 多文化共生 ” が教育へ組み込まれることとなる。
河森らは『共生学が

る世界』において、前述のような社会情勢が「共生学」

を誕生させる要因になったと述べている。しかし、ここで筆者には一つの疑
問が残る。グローバル化及び少子高齢化に伴い、90 年代前後を境にして多く
の外国人労働者が日本へやってくることになる。しかし日本には、それより
以前にも在日韓国・朝榠及び中国の人々が存在していた。そして、日本にお
けるエスニックマイノリティは外国人だけでなく、日本国民として同化・統
合された

倓の人々やアイヌの人々も存在した。そして、同じ日本人であり

ながら制度・政策的な差別や偏見の矛先になっていた同和地区出身者、障が
い者、女性たちもいた。日本政府の抑圧的な政策やマジョリティの無理解に
対し、かれらも長年自身たちの権利の承認を求めて俕ってきたのである。
日本における共生に対する要請は、
「“ グローバル化 ” が綧えられるより以前
にも存在してきたし、共生論としての議論や、俕いの実践が着実に積み重ね
られてきた」
（新崎 2001;

2008;

2008 ほか）。それでも今なお不平等な現

実が依然として続いている。大阪大学未来共生学に先行して立ち上がった未
来共生プログラムにおいて平沢（2014）は同様の指摘をしており、共生におい
て “ グローバル化 ” だけでなく “ 内なる差別 ” をどのように捉えなおすべきかが
重要な点であると述べている。その意味で、未来共生プログラムで実施され
る活動は、大阪大学共生学を作り上げるプロセスとなっていた。しかしなが
ら、その後出版された共生学の教科書『共生学が

る世界』では共生の誕生は

グローバル化という “ 時代の要請 ” のみに焦点が絞られている。そして、それ
らの問題が当教科書で触れられることも

である。

従来、こうしたマジョリティ側の態度を受け、マイノリティ側は「共生」と
いう言葉を用いることに消極的となり、代わりに常に具体的な権利を主張し
てきたという経緯もある（リリアン 2006）。マジョリティとマイノリティの間
に横たわる制度、政策、常識における不平等な現実がある限り、本当には “ 共
に生きる ” ことはできないからである。
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その点において河森らの提綧する「共生」では日本社会に

延する “ 不平等 ”

に対して、正面から問題を捉えていないように感じられる。“ 対等な関係 ” の
構築という “ 時代の要請 ” ははるか以前からあり、その必要性は論じられてき
た。しかし、共生学の誕生は “ グローバル化 ” と “ 個人化 ” というマジョリティ
にも関わる “ 要請 ” が現れてはじめて始まったとされている。筆者の疑問の根
はそこにある。
これまで日本で多くのマイノリティが「共生」のために俕ってきたにも関わ
らず、
「共生学」の出発点はかれらの戦果としての “ 共生の火種 ” ではなく、“ グ
ローバル化 ” と “ 個人化 ” というマジョリティに関わる点にそのスタートがあ
る。かれらの綧える「共生」は表面上には “ マイノリティのため ” と

っている

が、マイノリティが一番切実に俕っている “ 不平等の椺正 ” 及び “ 権利の獲得 ”
に対して、多くの場合十分には触れていない。日本にはこれまで差別があり、
そして、今もまだ差別はあり続けている。その現状に対して、「共生学」はど
のように向かい合うのかが求められている。その姿勢は「共生学」を作り上げ
ていく者たちにも問われる。
大阪大学未来共生学講座より先に立ち上がることになった未来共生プログ
ラムが発足して以来、様々な社会問題と向き合った活動が実施されてきた。
それらの活動実楦を受けてプログラムとして日本学術振興会から高い評価を
受けている。しかし、未来共生プログラムでは、様々な活動を実施している
にも関わらず、後に出版された共生学の教科書や大学院での教育に反映され
ることはごく限られている。成果が活かされることが少ないプログラムの活
動は、果たして何のための活動なのだろうか。単に、プログラムの評価を得
るための活動であったのだろうか。それとも、本当に共生を形作る土台のた
めのものであったのかを問う必要がある。また、プログラムで行われた研究・
実践の昇華は、どのような形でされるべきなのか。単に、学術ジャーナル（未
来共生学 1 号～ 6 号）の出版だけで完結するものなのだろうか。もし研究発表
だけで満足するのならば、それは「専門家」による「パートタイム」的な共生に
過ぎないと思われる。
加えて、選抜された学生の中には、プログラム内で様々な社会問題と密に
寄り添った活動をしてきたにも関わらず、共生に関心を示さないように見受
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けられる者もいる。共生と名の付く活動や研究に関わりながらなぜ、かれら
が共生に目を向けないのかも考える必要がある。
このような点も踏まえると、大阪大学の共生学は誰に向けられたものであ
るのかを筆者は現時点では十分に捉えることができていない。もちろん、共
生は特定の集団のためにあるべきものではない。しかし、大阪大学で語られ
る共生にはどれほどマイノリティたちの想いが乗せられているのだろうか。
そこに疑問を抱かずにはいられない。

3.3 強者のための「共生」
共生がマイノリティのためのものでないのならば、一体誰のための共生
なのだろうか。この問いが現れる理由は、流行の共生や大阪大学の共生学も、
いわばマジョリティたちが自分たちの権力関係を考慮せずに話を進めている
点にある。このことを、未来共生学が提示し、今日の共生学の教科書でも採
用されている、次の図式を用いて検討したい。
＝

'

'

（志水 2020）

この図式はいわばマジョリティである A とマイノリティである B が出会い、
両者が関わり合い、両者が変化することによって新しい

が生まれるという

構図である。ここで重要なのは B だけでなく、A も変わる努力をすることによっ
て “ 共生社会 ” が生まれることである。図式のシンプルさや両者の努力を求め
る点において、的確に共生社会の理念を表した図として評価できる。
しかし、この図式の背景にあるマジョリティの権力性やマイノリティの被
抑圧者としてより踏み込んで歴史を考慮すると、また違った関係性が浮かび
上がってくる。なぜなら、現実的には A と B はプレーンな形で「共生」への対
話が始まるのではなく、抑圧してきた A と抑圧されてきた B の状態から対話
がスタートするからである。つまり、B はプレーンな B ではなく、抑圧され
ている B －からスタートし、抑圧と差別の中で常に B －－、B －－－

と変化を

していく。もちろん抑圧側の A も既に抑圧者としての A とすることができる。
そして、スタートの時点においてマジョリティとマイノリティの力関係を考
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B －－－ のような状態として位置付けること

ができる。
非均等な力関係の例として日本における
絽球の言葉と文化を奪われた
側の対話は本当に A

倓の人々について考えてみよう。

倓の人々の歴史を踏まえると、マジョリティ

B からスタートすることができるだろうか。そこには、

マジョリティが目を向けなければならないマイノリティ側の被抑圧の歴史が
あるのではないのだろうか。言葉と文化を奪われ、破壊されたのちに「共生を
目指しましょう」と対話を始めたとしても、そこには本当の共生は存在するの
だろうか。それは歴史の反省を行わず “ 上書き ” をすることで悲劇は繰り返し
てしまう。

倓の人々やアイヌに起こった言葉と文化の

奪は、在日韓国・

朝榠人、日系人にも起こり、今後もまた誰かがその新たなターゲットとなる
可能性がある。こうした背景には、マジョリティにとっての共生は「今から未
来の問題」であり、過去から続くこれまでの話でないからである。
本もまた、筆者の問題意識同様、日本社会における多文化共生について、
「歴史的文脈の忘却」
（

本 2016）という問題を指摘するが、自らが

引する共

生学におけるモデルについては批判的検討を行うに至っていない。それどこ
ろか「マジョリティのひとりひとりが自分もマイノリティであると認識するこ
と」
（同 : 82）を説くなど、自らのマジョリティ性から目を逸らすような記述も
見られる。
このような、“ 誰もがマイノリティ ” という主張には大きな危険性を孕んで
いる。なぜなら、マジョリティとマイノリティの関係性は問題によって変化
するが、個別の問題においてマジョリティとマイノリティという構図が変化
することは決してないからである。つまり、X という問題に対して議論をす
る際に、この問題のマジョリティ A とマイノリティ B の関係は固定的である
が、その問題に対して、「Y の問題では私もマイノリティだ！」と主張をする
ということは、マイノリティがもっている問題提起の力を無力化させる危険
性を有しているのである。個別の問題を論じる際には、共生という大きな枠
組みに対して、全員が自身のマイノリティ性に目を向けて政策等を考えるこ
とは重要であるものの、個別の問題においては、個々人がより一層自身の立
場性について考える必要がある。認識すべきは「自分もマイノリティである」
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ことではなく、逆に “ 自身のマジョリティ性 ” なのである 2。
以上のように広く語られる共生が、無自覚であるにせよマジョリティの強
者のための共生にしかなっていないのであるならば、マイノリティのための
共生はどのようなものなのだろうか。そもそもマイノリティは共生を求めて
いるのだろうか。
その答えを探るためには、現状の構造的な不平等に対する研究や実践の不
足を感じ、椺正を求めるというニーズをもつ当事者の意識に着目する必要が
ある。そうした当事者の意見を抜きにして、共生学が定義する対等な関係の
実現は成し得ないからである。実際にこれまでの共生は、行政や大学教員な
どの権

性をもった専門家の立場から論じられ実施されてきた。いわば「強者

のための共生」と呼びうるものであろう。強者のための共生は、社会において
のマジョリティが自身の権

性や優位性を十分に考慮せず提示する共生だと

理解することができると考える。
一方で、マイノリティや被抑圧者から生まれる共生を望む声は、日々の実
感や被差別の経験からくるニーズを前提とした「当事者のための共生」と捉え
ることができる。この当事者のための共生に目を向けることがない限り、そ
れは社会的強者たちの自己満足のための共生や共

であり続けるだろう。強

者は、切実なニーズをもっておらず、余裕をもってパートタイム的に共生に
取り組むことができる。それに対して当事者たちは常に社会的な抑圧の中を
生きており、かれらの求める共生は実際の変革であり、現実的で具体的な制
度や法の更新である。こうした当事者の差し迫った思いを考慮せずに進めら
れる研究や実践はどこまでいっても強者のための共生に留まってしまう。

3.4 資格化される「当事者」性
当事者の声に

を傾ける必要性と重要性を語った筆者であるが、誰が当事

者となり得るのかという点については、複雑な問題も含む。当事者性は、ポ
ジショナリティと深く関わっており、視点を転換することでいとも簡単に当
事者性の付与と脱却が可能だからである。
例えば筆者は、ブラジル生まれの外国人であり、出
れ、日本へやってきた。大学院に入学するまでは権

ぎ家族に呼び寄せら
性とはかけ離れた生活
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を送り、冒頭の差別的な扱いや場面に数多く触れてきた。そうした経験をも
ち、現実の変化というニーズをもつ筆者自身も日本におけるマイノリティの
当事者だと言い得る。実際に筆者は研究対象者としてインタビューに応じた
こともある。名もなき外国人として日本社会を生きていれば、筆者は外国人
問題の当事者として外国人の求める共生について語る権利を得ることができ
た。しかし一度筆者が、権

性をもってしまうと筆者自身の当事者性は研究

者と当事者双方から疑問視される。
「あなたは本当に当事者なのか？」
「大学院
まで行っているあなたは当事者について語ることができるのか？」という疑問
を投げかけられるのである。そして、いとも簡単に当事者としての自己につ
いて語る権利を

奪されてしまう。つまり、当事者でいるためにはマジョリ

ティの課す条件をクリアしなければならないからである。
この条件について、外国人の多く暮らす団地で調査をしてきた楉水は、次
のように表わしている。
“ 語れば ” 利用され、“ 語らなければ ” 相手にされない。また “ 語れない ”、
“ 黙っている ” ひとは、無視される。そもそも日本人が相手にしたい、想
定している「外国人」に入るためには

つかの条件が必要である。誰もが

相手にされ、支援を受けられるわけではない。
（楉水

美・すたんどばい

みー 2008: 147）
ここでいう条件はあくまで “ 日本人 ” から “ 外国人 ” として支援を受けるため
の条件だが、アカデミズムにおいて「専門家」が「当事者」と認める際の条件付
けとも重なる。
いわば当事者には資格が必要であり、マジョリティの求める当事者像に見
合う人物でなければ当事者たり得ないのである。特に、筆者のように大学院
という権

性に近い立場にいれば、より一層その条件が問われる。一方、こ

の条件は両面性をもっている。なぜなら状況を満たして当事者側に近づけば、
専門家から客観性を疑問視され、客観性を保とうとすれば、当事者から距離
を開けられてしまうということである。
このような当事者が専門家の領域に踏み込むことは専門家側からしたら、
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異質な存在（ストレンジャー）がやってきたと捉えることができる。
「ストレン
ジャー」の議論はジンメル（1994）から発展しており、異質な他者がやってき
たときにホスト社会においてどのような相互関係が生まれるのかが語られて
きた。この議論に対して Bauman（1990）は、ホスト社会のストレンジャーと
の遭遇はその社会の “ あたりまえ ” を問い直す力をもっており、“ 文化 ” そのも
のを揺るがす不安要素を有している。本稿で議論するように専門家からする
と、当事者が研究領域にやってくることが専門家の領域（ホスト社会）を侵略
する行為である。そのためホスト社会の夷続を守るために、ホスト社会は「ス
トレンジャー」に対して、完全なる同化もしくは排楠を強いる。
この議論は本節でも語られるような “ 当事者の条件 ” と結びつけることがで
きる。当事者の条件を満たせば語ることを許されるが、一方で専門家として
の客観性を失う（排楠）。また一方で客観性を求め、専門家的な立ち振る渢い
をすることによって、当事者性はなくなるが当事者出身の専門家としての位
置を手にいれることができる（同化）という複雑さがある。
以上、本節では、私自身の経験や実感を交えながら共生が誰のものとされ
ているのか、ということを考察してきた。現状では多くの場合、マジョリティ
によるマジョリティのための強者のための共生に留まっていることが多い。
その原因として、共生学を担う人の多くがマジョリティであり、そこに参画
する当事者もまたマジョリティの立ち振る渢いを要求されるということが挙
げられる。

4. 共生／共創は誰を基準にしているのか
前総では、大川から当事者として語ることの難しさが述べられた。ここか
らは、まず筆者である片田がどのような、何の当事者であるのかを明らかにし、
その上で共生学が誰のものなのか、言い換えると誰が共生学や共

の担い手

とされてきたのか、という問いについて、大阪大学の共生学の土台となった
初期の『未来共生学（以下：RESPECT）』の選抜や、学内での未来共

センター

主催の対話「ランチトーク」をめぐる違和感とフラストレーションから考察す
る。
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4.1 共生学の基準に対する違和感
先述の共生の定義に見られる対等な関係の構築を目指すのであれば、マジョ
リティも当事者やマイノリティと共に、あらゆる差別や偏見と俕うことが要
請される。しかし、大川が論じてきたのと同様、筆者も共生学の試みは、ど
こか強者たちが

り上げた自己満足的なものではないかと感じられる部分が

ある。なぜなら、共生学が本当に何らかのニーズをもつ当事者やマイノリティ
を内部に存在させているのか疑問に感じているからである。そして、マイノ
リティは研究対象として消費される者としてしか扱われていないような感覚
を受けたからだ。このような現状の背景には、現在の共生学や未来共

のベー

スとなった初期の『RESPECT』の段階から、マイノリティを軽視し、場合に
よっては共生学の内部に参画させてこなかったという現実があるのではない
かと思われる。
本節ではまず、こうした問題意識の背景や、筆者がどのような当事者とし
て発言しているのかというポジショナリティをより明確にするため、筆者が
なぜ大学院を目指し、共生学に関心をもったのかという経緯に触れておきた
い。
私は、中学生のころにいじめを経験し、それをきっかけに不登校となった。
その結果、高校進学ができなくなり、これを境に教育というものの建前と現
実のギャップを知ることとなる。教育は、全ての人に平等に与えられるべき
ものではあるが、現実には決して平等なものとはなっていない。目を

らし

てみれば公平なものではないことが見えてくる。具体的には、私はいじめか
ら逃げるために出席日数が足りなくなってしまった。そのため、全日制高校
に進学できなくなり、通信制高校に進学せざるを得なかった。その後、通信
制高校から全日制高校へと移りたいと考え行動したが、結果的に実現するこ
とはなかった。修士課程で研究する中でわかったことだが、この困難さは、
私の行動の不足ではなかった。学校教育法施行規則上は課程間移動が可能で
あるにも関わらず、通信制・定時制高校に対する根強い偏見や単位の運用な
どを教員たちが “ めんどう ” とする体制などが課程間移動の実現を阻害してい
たのである 3。もちろん、学校や教育全体の構造的な問題も存在する。しかし、
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これまで課程間移動を望む声をないものにしてきた現場や運営側の問題は大
きいと考える。結局私は、全日制高校へ進学することはできず、この経験は

13 年たった今でも心の片 に大きな影を落としている。
こうした経験により私は、“ 教育制度や選抜に翻緙された ” 当事者としての
意識が芽生えた。そこでの苦しみを言語化するというニーズが、大学院への
進学を駆り立てたといえる。また、研究を通して、それまで聴かれてこなかっ
た教育や社会のなかにおける当事者たちの声を俶けられると思ったのだ。同
じような苦しみを抱えている人たちをエンパワーするとともに、社会の状況
を変えていけることを期待していた。しかし私を待ち受けていたのは、苦し
みへの再帰というものだった。なんとか大学院に進学できたものの、現実は
研究に多く内在する特定の価値基準や評価基準であった。そして、RESPECT
のような、誰でも開かれ多様性に

れた社会を目指す取り組みでも、多くの

能力や当たり前が求められていくというものだった。

4.2 基準から外れた「わたし」の経験から
共生を

するプログラムを知ったのは大学院入試前のことである。当事者

性の高い研究ができるようなポリシーやモットーが掲げられており、研究に
勤しむための支援が用意されたプログラムであると見受けられた。こうした
プログラムを求めた背景は、私が中学校と高校に行けなかった経験やいじめ
を受けたことで不登校になったこと、15 歳から働きながら通信制高校に通う
などの特別な経験がたくさんあったからである。そして、決して裕福でなかっ
たため実家から遠く離れた大阪の土地で暮らすための資金が必要だった。そ
のため、自分と同じ声なき人々の想いを言語化できるような研究ができるの
ではないか、今以上に勉学に集中できるのはないかと期待して応

した。し

かし、実際には、一部の人間（エリート）を想定したプログラムであった。

RESPECT の選別試験は、書類審査と面接、論文試験というオーソドック
スなものであった。私が 2015 年に RESPECT の選抜試験を受験した際は、集
団面接を英語で回答しなければならなかった。それは、英語という第二外国
語を “ 当たり前 ” に使用できるのかという背景に加えて、これまでどれだけの
良質な教育を受けてきたのか、あるいは留学できるだけの経済的余力があっ
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たのか、留学して他言語を操れるだけの恵まれをもっているエリートなのか
を間接的に示す機会であったと感じられた。受験の際は、私だけ英語を話す
ことができず、その他全員は留学経験や英語に好感をもっているものばかり
のようだった。私は試験の最中、「あ、何言っているかわからない」と悲しく
なるばかりであった。面接官たちからの質問は、多少理解できるものの答え
ることができないことがより悲しみに浤車をかけた。私は「yes

ok」のよう

なことしか言うことができなかった。面接官たちは、苦笑いをして、どうに
か簡単な英語で語りかけてくれるが答えられない。より明確に質問内容がわ
かるごとに、自分が英語を扱えない事実と留学や英語を当たり前に行使でき
る人が多く存在することを知った。ふと目線を受験者たちに向けると、私に
対して冷たい視線を送っていたように感じられた。そこに果たして共生があ
るのかと今でも忘れることができない。そもそも、本当に共生学を担う人材
を育成するのであるならば、別言語を扱えることを重要視することに疑問を
感じなければならかったはずである。
応

書類には自身の経験について記述していたものの、選抜過程において、

明確にカテゴリー化されるわけでも社会問題化されるわけでも無い私の当事
者性は、大川が先述した、専門家から認められるような「資格」とはみなされ
なかったのである。結局、私は多くの人が受かる中で不合格者の 1 人となっ
てしまった。
当時のプログラムでは、選抜試験に合格すると生活と研究の安定を保障す
るために毎月 20 万円が支給された。私はというと、研究や勉学の前に生活を
しなければならないため大学院の授業が終われば駆け足でアルバイトに行き、
夜中まで働く生活を続ける。なんとか半年後、綩学金を得ることができて多
少落ち着くことができるが、その間も当たり前を有していた人たちが着実と
“ 専門家 ” への階段を昇って行く姿を見ていると、心がえぐられるような感覚
と、共生学を担うためには恵まれていることが必要不可欠な基準であると感
じたのである。
あらためて選抜過程について、共生という視点から振り返ってみよう。こ
こまでに、大阪大学人間科学研究科の共生学における共生の定義や意味を振
り返ってきた。そこに記された、さまざまな背景をもつ人が対等な関係を構
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築することを目指す共生学ならば、それぞれの立場や属性、得ることができ
た教育や社会で浒った能力を最大限発揮したもので評価するべきであったの
ではないだろうか。
しかし、RESPECT の選抜過程においてはエリート主義的なものが基盤に
なっている。例えば、選抜に関わった教員は、学生に「意欲やビジョン、共存
共栄への態度やコミュニケーション力、多様な人々への共感性など」を求めて
いた。選抜に際し、「審査をする側としては、記述の中の論理性、明

性、そ

して主張の独自性を判断することになるのだが、それでもそこに何らかの基
準を設け、優緁をつけなければならないというのは、本当に難しいことであっ
た（山下 2019: 68）」と振り返る。そして、1 度の試験では学生の能力や素質
は見抜けないためプログラムのなかで浒ってほしいと反省と課題の中で述べ
ている

所である（同：70-72）。同じく RESPECT に関わる教員らは、そうし

た共生の定義とはかなり離れたイメージをもっていたという事が、プログラ
ムを振り返る座談会（志水 稲場・ 井ほか 2019）の内容から伺える。例えば

RESPECT を先導してきた研究者たちは、未来共生プログラムのミッション
を「すぐれた博士課程人材を生み出すこと（同 : 13）」
「専門性を渡り歩き

的

に動けるような人（同：34-35）」
「コンピテンシー能力やリテラシー能力がしっ
かりあること（同： 36）」という能力を求めており、他にも、産業界あるいは
国家公務員でこういうキャリアパスがあることを明確に示したかった（同：

38）という願望があったことからエリート養成プログラムだったことが見受
けられる。このような、困難さをもちながらも従来通りの型の “ 一部の人間 ”
にしか適応されない選抜過程を構築してしまったのは、図らずも選考を行う
側のリスペクトのなさに起因していると感じる。
ということは結局のところ、受験者側の素質や発展性に期待し、大学院そ
してプログラムを受験するだけの前提条件を重要視することで、“ エリートで
あれば当たり前 ” という能力基準を生み出していることになる。それを乗り越
えなければ RESPECT のような、資金的支援を受けながらカリキュラムに取
り組むという “ 良質な世界 ” を受け取る権利はないという前提に基づくと読み
取れる。その時点で、自らが掲げた学生像や「さまざまな違いを有する人々が、
それぞれの文化やアイデンティティの多元性を互いに認め合い、対等な関係
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を築きながら、ともに生きる」という共生学の視点から矛盾してしまう。本来、

RESPECT という共生学を担う存在を育成する場であるのなら、“ 特権的な地
位や能力的な恵まれを多く保有している学生 ” と、能力的な部分ではなく “ 多
様な経験や当事者性をもつ学生 ” の両者が必要であると考える。しかし、文
科省の「グローバルリーダー」構想を無批判に受容し、プログラムの運営や評
価という側面を重視しすぎることで、“ もっていて当然のもの ” を優先してし
まったのではないか。その結果、極端に一部の特権的な人間のみの構成になり、
異質なもの同士が共にいる共生とは遠い均質的なメンバーになってしまうと
いう危うさが見えてくる。

4.3. 基準のなかにある共生の欠如
選抜の後も、私は共生にむけた実践に関心があったため、本ジャーナル発
行元の未来共

センターの活動の一環である研究科内の対話企画「ランチトー

ク」の立ち上げに参加することとなった。当時のランチトークは、誰もが自
分の思いのまま発表や発言が行えるようなものを目指す場所づくりであった
と記憶している。集まったメンバーも様々な思いをもった人間であったため、
企画や運営自体も対等な関係を目指した共生に
未来共

れたものであった。初めは

センターの催し物にすぎなかったかもしれないが、ランチトークは

「自分の発表がどのように受けとめられるのか」
「なかなか理解されがたいか」
「色々な意見を聞きたいから」などの多様な意思の下で企画が進み、研究だけ
でなく様々な意見の交換や想いの発表の場となっていた。私自身も『人間科学
は誰のために＜なっていないのか＞』などの対話を安心して企画することがで
きた。その際には、その場にたまたま居合わせた図書館職員さんも発言する
など、自由な雰囲気になっていた。それは私が思い描いていたような共生
共

を、部分的であれ、実現していこうというような場であった。
しかし、メンバーが変われば内容も変わってしまう。私が大学院を修了し

た後で話を聞き、報告書 4 をみる限り、現在のランチトークは、学部生を含め
学生が自由に発表できる、また従来の「誰でも、どんな視点でも、どんな段階
でも」という、語り手の意思や状況に重点を置いたものではなく、小さなシン
ポジウムのような、研究者や一定水準をもつ院生のための議論の場になって
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しまっているように思われる。この変化は、私にとって特権的な大学院にあ
る唯一の良心、うわべだけではない共生

共

への突破口が消えてしまった

と言っても過言ではないと思えるほどのものであった。立ち上げ当初から携
わった者として悲しくてやりきれない思いが少なからずある。

4.4. 共生学の基準に存在する Systematic eugenics（制度的優生思想）
以上、私自身の経験を交えながら、現状の共生学や共

の試みがもちうる

問題を指摘してきた。私は、このような特権的な人々の選抜の上に成り立つ
現在の共生学は、あえて極端な表現をすると「Systematic eugenics（制度的優
生思想）」と呼びうるのではないかと考えている 5。
こ の Systematic eugenics と い う 言 葉 は、 近 年 論 じ ら れ る よ う に な っ た

Systematic racism（制度的人種主義）を援用した筆者である片田による造語
である。R・ベネディクトは人種主義を、「ある民族集団が先天的に緁ってお
り、別の集団が先天的に優等であるように運命づけられている、と語るドグ
マ（1997: 116）」と定義している。Black Lives Matter などの運動の興隆の中で、
こうした人種主義が、個人的なものではなく、制度的に組み込まれ内面化さ
れたものだということからシステマティック・レイシズムという用語が使わ
れるようになった。筆者としては類

した「ドグマ」を共生学に感じざるを得

ない。
共生に関わる人間は、様々な立場にある人々である必要がある。そして対
等な関係を築くことを目指すのであれば、所属・属性・能力などは限定される
べきではない。例えば、社会への問題意識や平等・公正を極めていきたい者
は “ 熱意や思い ” で評価するということも考えられる。しかし、主に現行の共
生に関わる人々は、スーパーエリートを選抜することから始まる。また、多
様な人々の声をあげる場を抑圧し、研究からは当事者性を取り除かせておき
ながら、特権的地位のある者が作り上げた研究手法に適応できなければ認め
ないという傾向にある。そこには、かなりの前提条件が多数存在する。具体
的には、この年齢であればこれぐらいの能力、この性別ならばこういう振渢い、
この地域性ならこれぐらいの判断といった条件である。
さらに、大川が学術的な場においては当事者としての発言が困難となる事
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を指摘したのと同様、これまで語られることのなかった問題を明らかにした
筆者自身の修士課程での研究 6 も、当事者として語ることが許されなかった。
例えマイノリティ性をもっていたとしても、自己の経験だけでは学術的な根
拠とは見なされづらい。マジョリティを納得させるだけの客観的な根拠と証
拠を示す、ということが常に求められているからだ。研究や共生
践においては、研究対象としては社会的なカテゴリーとして「

共

の実

の当事者」

の声は重要視される。しかし、いざ当事者として声を発しようとすると、自
身の発言の墽当性を客観的に提示・証明することなしには、当事者としての
経験や発言などは無価値であると見なされてしまう。当事者研究やオートエ
スノグラフィーという方法を用いることも検討したが、筆者の研究ではその
使用を認められなかった。
「強者のための共生」を前に、学術的な態度には
された差別と偏見が深く根付いてしまっていると感じられた。
そのような無自覚な差別や偏見を受け、現状の共生や共

の試みには

Systematic eugenics（制度的優生思想）とも言えるものが内包されているので
はないかという考えに至ったのだ。特定の能力をもつ者のみを選抜する取り
組みや、専門家という特権性、同じような人たちが共有する客観性を重視す
るが故の構造的暴力を、当たり前にしている限りは抜け出すことはできない
と思えてならない。

5. 率直に語る場で直面した出来事
ここまで大川や片田が示してきた違和感やフラストレーションは、上述の
当初のランチトークを除き、語り、共有することが困難である類のものであっ
た。そこで 2020 年 10 月に筆者らは、片田が述べていたような「誰でもどんな
視点でもどんな段階でも」対等に対話することができるような場を

出すべく、

哲学カフェ等でのファシリテーションを専門に行う方 を迎え、オンラインで
7

「対話と共生」という企画を開催した。第三者のファシリテーターが必要だと
考えた理由は、それまでの学内対話の場で、教員と学生という非対称な権力
関係があると感じたからだ。また、対等に意見を交わすことが非常に困難で
あると筆者らが実感していたからである。
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当日は、ファシリテーターの方の話しやすい雰囲気づくりのおかげで、学
生側も概ね率直に意見を述べる事ができた。
私は今回の対話企画に、ノイズの多いカフェからアクセスしたため、基本
的にチャットで書き込む形での参加となった。対話後半の方で、私はコメン
ト欄に以下のことを繰り返し書いていた。それは、「マイノリティ側のこと
をマジョリティは共感・理解し、マイノリティ側を＜指導＞するのではなく、
問題の所在に気付いたマジョリティから他のマジョリティを変えていく動き
をしてほしい。それぞれの立場性（ポジショナリティ）を活かした運動のあり
方を見極めていこう」という紵旨だった。その理由は、私自身「ポリグロット
うちなーんちゅ・クィアフェミニスト」8 という立場からアクティビズムを実
践する中で、上記の社会問題との向き合い方こそ重要だと感じていたからで
ある。それは例えば、フェミニズムの世界で「理解のあるシス男性」が当事者
の女性たちに助言（

の上から目線で）
・指導することではなく、シス男性の

もつ特権性を利用して他のシス男性に積極的に啓

活動することを示す。そ

もそも男性と女性とでは見えている世界が違う。社会的地位が高い位置にい
る男性は他者（特に女性）の話を聞かない。そのため、男性の立場性・特権性
を利用した動き方が有用ではないか、ということだ。
このような私の書き込みに対して企画終盤に匿名の参加者から私（なかだ）
宛てにプライベートメッセージが俶いた。それは、「次回は当事者性を抑えた
共生論を話したい」というものだった。その発言の意図を正確に受け止めきれ
ているのか不安も残るが、以下のような問いが即座に浮かんだ 9。
「当事者性
を抑えないと共生について議論ができない？」
「当事者が声を挙げにくい場は

safe な場 10 なのか、そもそもそうした場にどのような意義があるのか？」
「＜マ
ジョリティが声を挙げにくい場は問題だ＞と思ったとしても、それはマイノ
リティの責任なのか？」
「マジョリティが共生について語っている・語りたい
のは何故なのか？」
「語り得る・語る権利があるのは誰？」
「マイノリティが中
心に話す場でなぜマジョリティが＜不安＞になるのか、それは特権を失うこ
とへの不安？」
「共生について語る際に当事者性は不可欠な要素か、それとも
議論を阻むものなのか？」などが頭の中で

れてしまった。

対話の際にチャット欄で私が言いたかったのは、それぞれの立場性（ポジ
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ショナリティー）を踏まえ、権利の差があることを認識するところからはじめ
る必要性があるということだ。その上で、対話をする場を「共に」
「

る」必要

がある。そうでなければ、現行の多くの差別事象において「相互にわかり合う
努力をしないと」と無紝気に信じるマジョリティによって、すでに多くのしん
どさを抱えているマイノリティは、無知なマジョリティによるマイクロアグ
レッション（口撃）までも受け続けることになる。そして、「理解」しようとす
る良心的マジョリティの機嫌を損なわないように気を遣い続けないといけな
いという状況が変わらないのではないかと考える。
とはいえ、Feminism is for everybody（フェミニズムはみんなのもの）とい
う視点も非常に大切であり、それぞれの立場性を理解し、マジョリティの認
識を変えるためにその立場性を活かして、日々行動していくことが重要である。
もちろん、すべての人は完

ではない。だからこそ、マイノリティの声を

聞き、情報を常にアップデートしていくことがマジョリティには求められて
いる。今回の問題を個々人の、個別具体的なケースだと見なさないでほしい。
個人の問題（努力不足）とされてきたことの多くが、より

視的に見たときに

構造的差別がそこにあり、差別し続けているのは誰かを確認することが不可
欠である。つまり、変わる必要があるのはマジョリティ側ではないだろうか。
障害学でも言われるように、Nothing about us, without us.（私たちのことを
私たち無しに決めるな）とも思う。
ポリグロットうちなーんちゅ・クィアフェミニストとしての私の「当事者性
を抑えた議論を」という発言に対する答えは、“ ’Aai, naran! Heeeell NO!” であ
る 11。
前述の大川の指摘や、片田の述べたランチトークの取り組み、
「対話と共生」
という企画における私の経験からもわかるように、学術的な場において当事
者として語ることには常に困難が伴う。例え対等な場を作り出そうとしても、
強者と思われる人が対等な関係性を無意識のうちに否定し、構造上の問題を
マイノリティや当事者たちの個人的な問題とするようなすり壐えが行われる
可能性が常につきまとうのである。事実、私が学会発表を行う際に当事者性
を含みこむと「客観的ではない」
「研究ではない」と、そもそも議論にならない
ことが多かった。こうした時改めて感じることは、ポストコロニアルな文脈

未来共創 第 8 号（2021） 169

フォーラム

共生／共創の多角的検討―1

でも繰り返し言われてきたことだが、客観性というのは誰の視点で、研究と
はどの立場から、なんのために行われるものなのかということである。反省
を行わない研究は、いつのまにか研究のための研究に陥っており、そのこと
の問題も自覚されていないのではないかと思わざるをえない。

おわりに
以上、本稿では共生学ひいては共

をめぐる違和感とフラストレーション

を敢えて前面に押し出す形で、表明してきた。
まず、大川は共生学が誰のためのものなのかという問いに対して、現状で
は、当事者の声が十分に反映されない中で、
「当事者ための共生」ではなく「強
者ための共生」であり続けているのではないかと指摘した。そうした現状を問
い直すためにも当事者として語る必要性を感じられる一方で、当事者が研究
を行う事には常に

藤や、「専門家」にならなければならないという同化圧力

がかかる。また、マジョリティの条件を満たす、語ることができる者は、強
者の

り上げたイデオロギーを内包したとみなされる

藤もある。こうした

経験から、本稿で用いたオートエスノグラフィーや、当事者の視点からの当
事者研究は、未だ正当な方法として十分に見なされていないことが分かる。
続いて片田は、大阪大学の共生学の土台となった『RESPECT』の選抜をめ
ぐる違和感や自身の体験を通して、主に強者とされる人々によって担われて
きたという事実から、強者たちが定めた能力基準に見合わないものは排除さ
れるということを述べた。また、初期のランチトークという、共生を素直に
語れる場が、「専門家」的な強者の視点から企画されるようになったことで、
率直に語ることが困難な場所へと転換してしまったのではないかと指摘した。
こうした問題が自覚されず当然視されて来た共生

共

はいわば、Systematic

eugenics（制度的優生思想）と概念化しうるものを内包していると考えられる。
最後になかだは、そうした問題を学術的な場で当事者の視点から語ろうと
した際の経験から、強い立場にいる人たちと対等に語ることの難しさについ
て述べた。
どの社会にも一定のルールや規範があり、集団についても、近

した知的
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レベルや振る渢いをするメンバーで構成される方が、内部のコミュニケーショ
ンや管理が円滑となるとも理解はできる。しかし、そのようなことを繰り返
すだけでは、対等な関係を構築するための共生

共

とはなりえないのでは

ないだろうか。手段としてのパートタイム共生において、表向きの美辞綼
に載せられ、結局追い詰められていくのは、マイノリティや当事者たちである。
現在の構造上の強者たちは、自らをとりまく環境を有効に活用し、強者のた
めの共生を実施して実楦を獲得していく。そうであるならば、わざわざ共生
という言葉を使う意味はどこにあるのだろうか。
こうした問題に無自覚なのであれば、現在の共生

共

を担い、実践する

強者としての「専門家」たちは、知らず知らずのうちに特権性を無意識のうち
に再生産してしまっているといえる。それは、特定の能力をもつ者のみを選
抜する取組みや、共生

共

といいながら一部の階層や能力が均一化された

人たちのみで構成されたメンバー等を示す。研究という特権的な場で、同じ
ような人々が共有する客観性を重視することで、構造的暴力を当然の前提と
している限り、自己矛盾から抜け出すことは困難である。
強者と弱者、マジョリティとマイノリティ、エリートと非エリートは対等
な関係ではない。こうした非対称性を渳い
が真に聴かれることに

すのではなく、多様な人々の声

がって初めて、本稿で概念化した「制度的優生思想」

や構造的問題もまた自覚され、いかにそれに対

するかという問いや実践に

がるのではないだろうか。
共生学や共

において弱者としてスティグマ化されてきた私たち当事者や

マイノリティは、私たちが絶対的に正しいと言いたいのではないし、マジョ
リティに対して共生や共

という言葉を使うな、などと言いたいのではない。

ましてや、私たちの思い描く社会や状況を実現するような、あらゆる方面で
のあらゆる権利を求めているのではない。そうではなく、自分たちのなりの
方法や手段を用いて、マジョリティや強者たちに一方的に規定されるのでは
なく “ 対等 ” に対話しながら “ 今と未来 ” を共に生き、共に

り上げていきたい

のである。
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注
1

共生と共創が異なる用語でありながら両者は不可分であることを示すため、本稿では「共
生

2

共創」という表記を用いる。

もちろん多文化共生の内外の文脈において筆者のなかだもまた成人男性の「健常者」であり、
大学院生であるというマジョリティ性をもつということを自覚している。

3

片田 真之輔 2017「高校における通信制・定時制から全日制へ転編入学することの困難 : 自
らの体験をふまえ（第 1 ～ 6 回）」 ューマンライツ = Human rights / 部落解放・人権研究
所 編 6 ～ 12 月（連載）

4

「2019 年度のランチトークとナイトトーク」
『 大阪大学大学院人間科学研究科付属未来共
創 セ ン タ ー REPORT よ り 』https://www.hus.osaka-u.ac.jp/mirai-kyoso/sites/default/ﬁles/

downloads/2019miraikyoso-lunchtalk-report.pdf（2021 年 1 月 19 日最終閲覧）
5

本稿を執筆する過程で、共著者から、Systematic eugenics（制度化された優生思想）という
用語は、ドイツのナチズムを

とさせるため、使用の再検討が必要ではないかとのコメ

ントを得た。また、「エリート主義」の方が的確な言葉ではないかという提案も受けた。し
かし筆者の片田としては、あえて問題点を浮き彫りにするため、この Systematic eugenics
という語を使用したい。その理由として、本稿でも引用した「強者」の立場からの共生の定
義においては、「しんどい」思いをすることの多い立場にあるとされる人々を列挙すること
で、認め合いや多様さに重点を置きながらも、強者たちが自らの優位性を無自覚に前提と
してしまっているのではないかと考えたからである。それは、あたかも先天的・後天的に
せよ緁位に置かれた人々への救済榭置を、特権的で優れた立場にいる「専門家」が対等な関
係へと導くかのような一方的なニュアンスを感じさせるものである。共生学や共創の担い
手は、強者によって「選抜」され、基準を満たさないものは排除されていくというまさしく
優生思想的なものを筆者自身は感じてきた。

6

片田 真之輔 2017「高等学校の課程間における転編入学に生じる諸問題―通信制・定時制課
程から全日制課程へ転編入学することの困難な現状と課題―」

7

「てつがくやさん（哲学プラクティショナー）」として活動されている松川えりさん。企画
当日の様子は松川さんのウェブサイトにも記されている。https://matsukawaeri.hatenablog.

com/entry/2020/10/04/105716（2021 年 1 月 19 日最終閲覧）
8

ポリグロットうちなーんちゅとは多言語話者

倓人を指し、クィアフェミニストは女性差

別に対しクィア当事者の立場性から反対し・既存の性規範から生じる抑圧に疑問を投げ続
ける姿勢と行動を伴った思想を表す。このように自分のアイデンティティをどのように表
現する

しないのか（A expressao de identidade アイデンティティ表現）、という点に関して

はなかだ（2020）を参照。

9

もちろん、会が終了する間際での私（なかだ）への個別メッセージで、こちらから書き込ん
だコメントの真意を説明する途中でコメ主が退室したこと、私がコメ主の発言の真意を確
認できていない状態だったため、フォローアップが必要なことには変わりないが、もしも
その発言が私が出会って来たマジョリティ属性をもつ人のデータベース上の、「マジョリ
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ティしぐさ」
「マジョリティあるある（典型的なマジョリティの行動）」に該当するのであれ
ば、という想定のもとで本文を作成した。

10

なかだは、お互いの意見を素直に出し合うために参加者が抑圧を受けることのない、安心
が保障された対話の場を、safe な場として捉えている。p4c, philosophy for children、こど
もの哲学で実践されるルールの根

11

をなす約束ごとである。Lipman, M.（1982）参照。

“ ’Aai, naran! Heeeell NO!” とは、いや、ダメだ！良いわけあるかいな！？を意味している。
それぞれ順に

倓語、英語である。
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RESEARCH ARTICLE

Re-examining the Kyosei and Kyoso (Co-existence
/ Co-creation) Through co-writing a collaborative
autoethnography on conflicts and frustrations
Shinnosuke KATADA, Rennan OKAWA, Cozy Enrique
NAKADA
Abstract

In this article, authors re-examine the concept of Kyosei / Kyoso by co-writing a
collaborative autoethnography.
Firstly, OKAWA discusses that the current praxis of Kyosei is benefiting only
the privileged population in the society. In addition, OKAWA adds representation
issues by giving his own example as a Nikkei Brazilian Scholar, which oftentimes causes
marginalization from both communities of Nikkei Brazilians and Japanese academics.
OKAWA claims that he feels like he is obliged to fit himself into the boxes which are
created by the vast majority.
Secondly, KATADA argues that there is an unequal “Systematic eugenics” in
academia which is created by the people in power. KATADA experienced the “Systematic
eugenics” in the selection process and Mirai Kyousei Program for the RESPECT program
which was supposed to include the minorities. Also he explained how the space for a
dialogue had been changing by the privileged.
Thirdly, NAKADA visualizes the difficulty of preserving the safe space for
minorities to speak up their voices. NAKADA quoted an ominous comment sent privately
that s/he did not want to hear the Tojisha stories (the voices of the minorities) anymore in
a discussion about Kyosei (Co-existence).
Finally, we concluded that it is important to 1. hear the unheard voices of the
minorities, 2. recognize the existence of their unconscious privileges which majorities and
“experts” have, that will definitely lead to explore the possibility that we can truly co-create
the “Kyosei / Kyoso” future together.

Keywords : Collaborative autoethnography, Kyosei, Kyoso, Dialogue,
Frustration of Minority, Systematic Eugenics
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「協同翻訳」から始まる共生／共創
上辺だけではない議論と実践のために

桂 悠介 大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
佐々木 美和 大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程
八木 景之 大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程

要旨
本稿では、
「フォーラム 共生／共創の多角的検討（１）違和感とフラストレーションを起点とした協
同的オートエスノグラフィー」を受け、いかに「当事者」の声を聴き、向き合いうるかを論じる。
まず、共生や共創の前提となる「他者の声を聴く」際、聞き手が他者の「部分」だけではなく「全体」
と向き合う姿勢をもつ必要があることを指摘する。次いで、当事者の「声を聴く」ための方法として、
宗教的言説をめぐって当事者と非当事者が共に参画するハーバーマスの「協同翻訳」論に着目する。そ
の上で、協同翻訳が宗教に限定されない共創の方法として応用しうることを論じる。
第三に、フォーラム１で表明された、現在の学術的な共生や共創が「当事者のため」のものになって
いないのではないか、一定の基準により選抜された人々による「制度的優生思想」と呼びうるものでは
ないかという違和感やフラストレーションに対して、リリアン・ハタノ・テルミの当事者の４Ｆ（Fact、
Fear、Frustration、Fairness）理解の教育や竹内章郎の「能力の共同性」論を通した、より公共的な
実践や議論への「翻訳」を試みる。最後に、協同翻訳をより積極的に行うための、
「インリーチ」や熟
議をめぐる議論を紹介する。

キーワード
声を聴く、協同翻訳、マジョリティの責任、共生、インリーチ
桂 悠介；yusukekatsura9@gmail.com
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の多角的検討（1）違和感とフラストレー

ションを起点とした協同的オートエスノグラフィー」
（以下、フォーラム 1）の
内容を受けつつ同時進行で書かれ、問題の背景や、「当事者」
「専門家」といっ
た用語の意味を共有している。ただし、フォーラム 1 があえてマイノリティ
としての立場を押し出すアプローチをとったのに対して、こちらはそうした
声を受け止める側の立場から、その意味内容の、より一般的な議論への接続
を試みる。執筆については 1、4、5 を桂が、2 を八木が、3 を佐々木が主に担
当した。

１ . 違和感やフラストレーションを受けて
フォーラム 1 では在日ブラジル人（大川）、教育制度や選抜に翻緙された人
（片田）、クィア

倓人（なかだ）という「当事者」の立場をあえて前面に出して

の、違和感やフラストレーションを起点とした議論がなされた。そこで大川
は現在の共生や共

の試みが、強者による「強者のため」のものに留まってい

るのではないかと問いかけ、片田は未来共生プログラムの選抜過程や、対等
に話す場の欠倦から現在の共生学

共

が「制度的優生思想」となってしまっ

ているのではないかと述べている。なかだも、状況をより良いものにしよう
と企画した対話の際、声を発した途端に抑圧的と感じられるコメントがなさ
れた事を記している。これらの違和感やフラストレーションは、公正ではな
いと感じられる現状を変えたいという、当事者の「ニーズ」の現れであると言
える。また、こうした議論の背後には、声を発することすら出来ない人々が
多数存在することも見逃せない。そうした背景に目を向けない議論は、そこ
で生じている事実の把握にも貢献せず、それと同時に、現実世界の改善にも
寄与しないものとなるだろう。
共生論の文脈では、例えば社会学者の

原良和は、対話を通してマイノリ

ティの声を「聴く」 ことや、マジョリティの変化の重要性を指摘している（
1

原 2012: 144-149; 2017: 190-193）。共生学の教科書『共生学宣言』において
も、マジョリティ A がマイノリティ
→

を同化吸収するような同化主義（

）や、両者がほぼ無関係のまま存在する統合主義（

→

）と
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は異なり、両者が相互に変化しつつ新たな価値や制度が生まれる「
（

→

’

’

）」においては「マジョリティの自己変容（

造的共生
→

’）を第

一の要件と考える」
（志水 2020: 10-11）とされている。また、同教科書で
（2020a）は、ケニアの牧夲民トゥルカナの人々が行う物

本

い行為、激しい金

銭の要求という、日本社会における一般的な視点からは理解し難い「対面的コ
ミュニケーション」のあり方を取り上げ、そうした中においても、

造的共生

を実現させうる相互作用が生じると論じている。
これらの理念や実践への示唆は非常に重要なものではあるが、具体的な文
脈においては、マジョリティや強い立場にいる者たちの変化は十分に意識さ
れていないことも多い。そうした場合、フォーラム 1 のような意見に出会っ
ても、無視するか、自分とは無関係のものとして捉えることになってしまう。
本稿では当事者の違和感やフラストレーション、ニーズを表明する声が十
分に聴かれないという事態に対して、まず、他者に向き合う際の二つの姿勢
の在り方について述べる。次いで、ニーズのマジョリティ・専門家とマイノ
リティ・当事者との「協同翻訳」を共生学や共

の方法として提示する。最後

に実際に共生に関わる理論を用いて具体的な「翻訳」を試み、今後の実践への
可能性を示唆する。
なお、本稿全体を通して提示しようとするのは、 造的共生の「第一の要件」
とされる「マジョリティの自己変容」のための方法であり、マイノリティ当事
者のあるべき姿を論じるものではないこと、また本稿で言う大学や学術的な
場におけるマジョリティとは、単に数の多い学生ではなく、共生

共

の教育、

実践をめぐる決定権や発言力を有する教員や「専門家」、強い立場にいる者で
ある 2 ということをあらかじめ明記しておく。

2.「声」を聴くために
なぜ、当事者の声はしばしば聴き逃されるのだろうか。ここでは、行為や
発話には常に受け手の解釈が伴われること、また、他者の声を聴くためには
受け手の姿勢が大きく関わっているという事を論じる。
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2.1 声を聴くことの難しさ
行為や発話の相互作用には、常に
氏のもつ何らかの言説（これを仮に
そこには必ず

意的な解釈がつきまとう。たとえば、
と呼ぼう）を

氏が理解する場合、

氏の独自解釈が含まれ、結果としてその言説は、 氏の言説（

）に変化する。ここで、

と

の間にズレが生じるのは当然であり、さ

らにいえば、ズレは避けるべきものではない。ズレを認識し、それを対話の
中で共有してこそ、

氏と

氏が共に納得する性質の言説、すなわち

と

が相互に変化しつつ、そこに何らかの共通の意味がもたらされる（
） が生じる可能性がある。このような共通の意味を見出すことを
ならば、共生学が目指す

造的共生、

→

ʻ

’

とする

にかなうものに

なるだろう。
ただし、注意しなければならないのは、一見共通の意味を見出したように
見えたとしても、そこには常に前提における非対称性が存在することであ
る。フォーラム１で大川が指摘したように、
り、

氏の立場がマジョリティであ

氏がそうではない場合は、その「共通の意味」は歴史性や権力性によっ

て容易に歪められる。そして、

氏がそのことに自覚的ではない場合、（

） と呼ぶに値するものは生まれることはないだろう。
氏の言説を

氏がより深く理解するためには、言説それ自体の表面をな

ぞるだけではなく、

氏自身が

氏のもつ背景自体を尊重し、その理解を深

めてゆこうとする姿勢をもたなければならないだろう。そこで、そのような
歴史性が身体化されたような状況を含めて、そこに
いだされるためには、

造的共生の可能性が見

氏の「他者に向き合う姿勢」が大きな課題となる。

2.2 他者に向き合う姿勢
では「他者に向き合う姿勢」とはどのようなものだろうか。本稿においては、
他者を理解する姿勢には、次の二通りが存在すると考える。すなわち、（ⅰ）
他者の存在を「全体」として把握しようとし、したがって部分的理解では決し
て充足せず、さらにより深く理解しようと試みる姿勢と、（ⅱ）相手の一部分
のみを切り取って理解し、その部分的な理解において充足する姿勢、この二
つの姿勢である。
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この姿勢の差異は、以下のような図で捉えることができるだろう。

（出典：ユクスキュル・クリサート 2005: 76）

ユクスキュル・クリサート（2005）によると、生物は、それぞれの身体構造
に応じた主観的世界、すなわち「環世界」をもつとされる。上図の（ⅰ）および
（ⅱ）は、

いた花とつぼみが入り混じった野原の風景を描写したものである

が、ミツバチは、
（ⅱ）のように風景を捉えているのではないか、とユクスキュ
ルは考える 3。すなわち、野原を観察するミツバチが（ⅱ）において関心をもつ
のは、楄や十字状の物体であり、

の獲得という観点から好ましい状況を伝

える花の形状のみが、ミツバチの知覚を

激するとされる。そこでは、花の

もつ形状以外の諸部分は、ミツバチにとってはなんの魅力ももたない。ミツ
バチは、花を花全体として捉えない。花のもつさまざまな属性の一部分のみ
を切り取ってそれを知覚し、その

激に対して行為するのである。しかし人

間は、そうではない。もちろんその知覚の範囲に限界づけられながらも、
（ⅰ）
のように花を花として、あるいはその花の背景全体を、美という型式におい
て

受することを試みることができる。ある構造を全体のままに、諸要素の

調和によって成立する一つの小宇宙として捉えることもできる。
ところが一方、われわれは（ⅱ）のように他者を観ることもある。すなわち、
ある他者のもつ全体性を観ずに、自分自身にとって有用な部分のみを他者か
ら切り出し、その一部分において他者と出会おうと試みることがある 4。そ
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してこのような時、われわれは他者を（ⅱ）のように観察するのではないだろ
うか。そして、その部分的な理解に充足し、他者をより深く理解することを
放

するのではないだろうか。すなわち、

氏は b1 という属性で説明できる

ものであり、それ以上のものではない、というように。しかし現実の

b1、b2、b3

氏は、

という無数の属性をもつ。そして観察者のもつ偏見を取り除

くならば、その無数の属性の中には「

氏を代表しうる属性」はどこにも存在

しない。
「当事者の声を聴く」という観点からは、（ⅰ）全体として他者を観る姿勢と、
（ⅱ）部分として他者を観る姿勢には、大きな違いが生じる。なぜなら（ⅱ）の
姿勢においては、「より深く理解することの放
うな、

と

が（

） へと向かってゆく流れは生じないからだ。そ

うした場合においては、たとえば
言説

」の結果として、上述したよ

氏が

氏の言説の解釈を試みたところで、

への理解は部分的なものにとどまってしまう（

）だろう。権力関係によっては、
る強制性が生じる（

→

→

氏のもつ背景を無視し、従わせようとす
）かもしれない。

しかし他者の一部だけを知り、それに充足するのではなく、他者全体を知
ろうと試みる姿勢をもつ場合、すなわち（ⅰ）の姿勢においては、その他者理
解の「解像度」を高めようと試みる姿勢が、

と

の断絶を和らげてゆく。

このようにして、権力関係や歴史性を含めたさまざまな背景が、他者に対し
て加害的に働きうることを自覚しつつ他者に接近する場合には、
は接近し、そこに（

） （＝

造的共生モデルにおける

）が共

と
され、

それは両者の相互変容 をもたらすだろう。
5

もっとも、人間同士であってもわれわれは一人一人異なり、自分のことす
ら全体を知ることはできない。そういった意味では他者を真に全体として観
る、という事が原理的に不可能であることは自明のことだろう。いくら他者
の「解像度」を高めたとしても、それは他者それ自体ではない。他者を完全に
理解することができる、と

覚することは、それ自体が一つの暴力的な発想

であるといえるだろう。他者理解の過程には、自身の解釈体系に安易に他者
を位置づけすることを自制する姿勢、たとえば花崎（1993; 2002: 82）が指摘
するような、他者理解における方法論的なエポケーが要求される側面もある。
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あるいは、「解像度」の高まりそれ自体が、コンフリクトを引き起こすことも
あるだろう。
「あえて見ないこと」の重要性は、確かに存在する。
しかし、そうした問題を抱えていてもなお、「当事者の声を聴く」という過
程においては、
（ⅰ）の姿勢の追求を可能な限り怠るべきではない、と筆者（八
木）は指摘したい。なぜなら、他者の全体的把握を試みる過程においてのみ、
すなわち、その他者のもつ多様な側面を知り、その諸側面を思考において有
機的に統合することによってのみ、他者の声の、より正確な意味内容の把握
が可能になるからであり、それと同時に、その他者がもつ多様な側面の精妙
な集合から

発される固有性、その存在の有り様それ自体の美しさに対する

尊敬をもって、より深く「声を聴く」ことが可能になるように思われるからで
ある。

3. 共生に向けた協同翻訳の可能性
続いて、こうした「他者に向き合う姿勢」や「共通の意味を見出すこと」の困
難さとその克服の方法を、より具体的な社会的状況と照らし合わせながら考
察を深める。ここで共

の方法として参照するのは、ハーバーマスの協同翻

訳 論である。以下、異質な他者同士の協同性により、前提における相互理解
6

が成立する、「声が聴かれる」という可能性が開かれるということを見ていく。

3.1 他者に向き合うためのコミュニケーション
哲学者ユルゲン・ハーバーマスは公共圏における異なる他者とのコミュニ
ケーションについて論じている。ハーバーマスはコミュニケーションや討議
を通じて相互に共通の認識に俇達することをコミュニケーション的理性とし
て定式化した。
共生論の文脈では尾関周二が、90 年代よりハーバーマスに依拠しつつ、異
質であることを前提とした「共生」と何らかの価値、規範、目標を共有すると
いう「共同」を組み合わせた「共同共生」を提綧している。尾関（1995）では現代
のいじめの構造と労働、情報化と国際化、自然との共生など多岐にわたる議
論を展開している。例えば、より一層グローバル化が進展する中で「異文化理
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解には、科学的認識を中心とする客観的態度に留まることなく、それを含ん
だコミュニケーション的態度、実践が不可欠なのであり、それが近代合理主
義批判という『合理性』問題にまでつながるという認識が必要」であるとする
（同 : 123）。さらに「共同共生」のためには「 コミュニケーション の視点のみ
ならず、それと内的連関をもった共同労働や協同的活動」に注目することが論
じられる（同 : 151）
。
尾関はその後、コミュニケーションの基盤となる地球や環境自体への関心
から、自然との共生に関する議論を発展させていく。筆者（佐々木）としては、
コミュニケーションを通した相互理解の可能性を見すえて、異質な者同士の
共生

共

の方法としてハーバーマスの協同翻訳論に着目したい。

3.2 ハーバーマスの協同翻訳論
本稿の目的はハーバーマスの協同翻訳論自体を詳細に論じることではない
が、実践的に応用していくために、まずその概要とその背景と目指すところ
を確認しておこう。
ハーバーマスが、チャールズ・テイラーやジュディス・バトラーらと行った
シンポジウムを元に出版された『公共圏に挑戦する宗教』において、共生と
がる重要な指摘がなされている。同書が主題とするのは、宗教的市民と世墧
的市民という、
「異質」とされる他者同士が「お行儀よく共存するにはどうした
らよいか」という単綅な命題を超えて「両者の境界をどうやって越えることが
できるのか」について問うことである（ハーバーマスら 2011=2014: 132）。こ
の問いは、近代化と共に宗教が衰退するというような安易な世墧化論ではも
はや今日の世界的な動向は説明できず、「ポスト世墧主義」が論じられる中で、
ますますアクチュアルなものとなっている。同書では具体的な方法の一つと
してハーバーマスから宗教的言説に対する世墧的市民と宗教的市民の協同翻
訳の可能性が提示され、シンポジウムでの議論を通して批判的に検討がなさ
れている。
翻訳は、もともとはハーバーマスが宗教的市民の意見を
で宗教者の発言が世墧的市民も含め、普

迎しつつ、一方

的に理解されるために必要だと考

え提案された条件である。この考えが出て来た背景には、政治に大きな影響
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力をもつ宗教者の存在（アメリカにおける宗教右派や福音派の台頭など）や、
西洋社会のイスラームに対する不安感などの時勢があると考えられるが（カル
フーン 2011=2014: 142）、一方で、そうした政治的討議の場に限定されるの
ではなく、コミュニケーション的行為の理論の適用範囲と同様に、ハーバー
マスは翻訳を生活世界のコミュニケーションにおいても用いられると考えて
いるとも思われる（ハーバーマスら 2011=2014: 136-138）。
どちらにせよ、この翻訳という考え方は「翻訳は（

）根源的な他者性を

橋渡しするようなものなのかという問い」
（同 : 135）を生じさせる。ハーバー
マスの述べる翻訳においては「抑圧され、忘れられ、使われていない、どこか
に葬られていた直感が

起される可能性」が指摘されている（ハーバーマスら

2011=2014: 137）。
「曖昧でインフォーマルなコミュニケーション・ネットワー
ク」という「公共圏」で、「集団を拘束する全体計画を最終決定するためのデモ
クラシーのプロセス」があるが、そのプロセスへの「貢献圧力」は、翻訳を含
めた相互のやり取りを通して、「抑圧され、忘れられ、使われていない、どこ
かに葬られていた直感が

起される可能性がある」
（同上）。このやり取りは双

方向に作用しながら両者のそれぞれのイメージや力が出会うことになるのだ
という（同 : 138）
。
ハーバーマスの提案した協同翻訳は以上のような文脈で提案された。協同
翻訳論は、政治的公共圏における当事者に関して、それまでの先行研究より
新しい点が認められる。しばしば取り上げられる点として、ジョン・ロール
ズとの違いが挙げられる。ひとつには、ロールズが「政治的議論の中において
公共的理性（public reason）の担い手として認めるのは、政治家や官僚といっ
た統治に関わる当事者のみ」であった点である。政治家や官僚といった者以
外の、統治に関わらないひとびとはすべて当事者に含まれなかった。たとえ
ば「宗教団体は、大学や学会、職業的団体とともに、非公共的理性の側に位置
づけられている」
（大窪 2015: 4）。このようなロールズの当事者観をハーバー
マスは批判した。ハーバーマスのロールズ批判を的確にまとめている五十絡
によれば、「ロールズの『当事者』とは、論を立て正当化するためだけの普
的理念でしかなく、実際の具体的な個々の当事者は脱落している。それゆえ
（

）この普

的『当事者』の合意によって、既に個々の当事者に求められる
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）つまり社会が要請する規

則に『従う』ことでしかない」
（五十絡 1995: 49）。
こうしたロールズ理論は、共生論の文脈でいう同化主義や統合主義ともつ
ながりかねない。この場合の同化主義は、公共的議論において宗教的言説は
排除されてしまうということであり、統合主義は、私的には宗教的言説を発
してもいいが公共的には聴かれない、という事態を指す。ロールズの当事者
の捉え方では、「社会の求める規則」への違和感やフラストレーション、ひい
ては現状の変革を求める個別具体的な人々のニーズを捉えられない。こうし
た問題を乗り越えるための方法としてハーバーマスは、協同翻訳という条件
をつけたコミュニケーションを提示した。ハーバーマスの協同翻訳は、マイ
ノリティ側のニーズが単にマイノリティのみに帰属しているのではなく、マ
ジョリティ側にも関係する社会的なものなのだという風にも考えられる 7。だ
からこそ、協同翻訳には宗教的市民だけではなく、というよりもむしろ、マジョ
リティとしての世墧的市民のコミットメントが求められることになる。
共生モデルにあてはめると協同翻訳論におけるマジョリティの世墧的市民
を A、マイノリティの宗教的市民を B とする場合、翻訳を通じて相互に影響
が及ぼされ、ハーバーマスのいう「直感」が
という意味では

造的共生

＝

’

’

激されるような

が生じる、

の実践であるといえる。

3.3 共創としての協同翻訳
こうしたハーバーマスの協同翻訳論を、世墧的市民と宗教的市民に限らな
い異質なもの同士の共生に向けた方法とするにあたり、一夌、今日多義的に
用いられる「翻訳」自体がどのように論じられているのかを見てみよう。
翻訳学者の河原（2014）は、今日、多岐にわたって使われる翻訳について、
「言
語間の翻訳」、
「デジタルコンテンツのローカリ

ーション」、
「文化の翻訳」、
「

としての翻訳」の 4 つに整理している。言語間の翻訳は最も一般的な狭義の翻
訳であり、ローカリ

ーションは「グローバルなデジタル情報の流れにおいて

多言語展開の管理をするサービスと技術を提供する」
（同 : 3）ことであるとい
う。文化の翻訳はクリフォード・ギアーツの言う「特定の文化の『意味』を解釈
し、それを他者へ伝達する」という文化人類学的営みである。

としての翻訳
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として使うことで、社会現象を分析し説明すること」

という、翻訳学、社会学者アンソニー・ピムの考え方が援用されている。河
原は更に、「

としての翻訳」を、ポストコロニアルな文化的異種混

おける異文化間の

性論に

間性（二項対立の間の第三項）、翻訳社会学（アクターネッ

トワーク・セオリー）における相互作用のような社会現象、異領域間・異次元
間翻訳における「人間の営為全般が翻訳である」という見立ての三つに分けて
いる。このように、今日「翻訳」は多義的に用いられる用語となっている。
こうした視点から、ハーバーマスにとっての翻訳はどう捉えられるだろう
か。ハーバーマスの協同翻訳は「宗教的言説そのものの翻訳ではなく、宗教的
言語で行われる説明を公的（パブリック）な言語で言いかえること」
（ハーバー
マスほか 2011=2014: 136）であるといい、「厳密な翻訳」ではない（同 : 138）と
いう。もちろん宗教的啓典の言語からの翻訳、例えばヘブライ語、ギリシャ
語、アラビア語、

ンディー語などからの、「言語間の翻訳」という文字通り

の翻訳も時に必要だろう。しかし、多くの場合、実践や信仰に関する考え方や、
その基盤となる聖典の総

や言説を、対面での対話や議論、文総でのやり取

り、なんらかの実践への参加等の相互作用を通して世墧的な言語に「言いかえ」
るという、「文化の翻訳」、あるいは「

としての翻訳」であると思われる。こ

うしてみると、ハーバーマスの翻訳は、様々な文化や「他者」のパースペクティ
ヴを理解しようとしてきた人類学や、社会問題における当事者の視点、経験
を捉えようとしてきた社会学、心理学的な試みとも重なるものであることが
わかる。
そう考えると、ハーバーマスに限らず、研究対象者の声を聴こうとして
きた多くの研究実践はそれ自体、翻訳行為と見なしうる。しかし、研究活
動における翻訳は多くの場合あくまで「専門家」としての実践である。つま
り、学術的関心を超えて当事者に「全体」として向き合おうとしているとは限
らず、研究対象者と見なさない相手の場合は一層「部分的」な理解にとどまっ
てしまいがちである。そこでは他者を全体として捉えた上でニーズを翻訳し
ていく姿勢が必ずしもとられているとは限らず、「パートタイム」的な共生
共

の場合もある。このような場合、ニーズを共有していない専門家と当事

者の距離は、公共圏における世墧的市民と宗教的市民との距離と同様に隔た
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りがあり、それゆえ同様の翻訳が必要となる。こうした意味において、公共
的な熟議やそこでの決定のための「協同」的な翻訳は、いわゆる宗教に留まら
ない多くの問題系にとって必要なものだと言える。さしあたってこのことが
確認されたならば、「協同翻訳」という発想はさまざまな領域に適用可能なも
のとして捉え直すことができる。つまり、ハーバーマスの言う、フォーマル
な熟議において「宗教的市民の『単一言語による』発言が無視されないために
は、他の市民が協力して言い換えの作業に取り組む必要がある」
（ハーバーマ
ス 2011=2014: 28）という言明は、当事者により主観的に表明されたニーズを
無視せず、非当事者が協同的に取り組むべきものだという事に

がる。

このような意味における協同翻訳という視点から、私たちの共生学や共
の試みについて振り返ってみよう。共生学系や未来共

センターの基盤とな

る大学では、顔の見える関係が基本となるが、私たちは様々な公共の場をつ
くりつつ、望ましい関係性が築けているだろうか。
この問いは筆者（佐々木）自身にも突きつけられている。筆者は信仰をもつ
ため、いわゆる宗教的市民に分類されるだろう。筆者は研究科内や研究室内
での対話や学内の公共的な空間（未来共

センターの対話企画ランチトークや

ミ、セミナーなど）において、筆者自身がそこで「可変性」
（ハーバーマスら

2011=2014）を生み出すことができるのかという問いはいつも頭をもたげてく
る。声を挙げても聴かれなかったら、 解されたら、押し付けになってしまっ
たらどうしようかという思いもある。
フォーラム 1 においても、対等な対話の場をもうけ声を発することの難し
さが述べられている。協同翻訳の言い方に従うなら「抑圧され、忘れられ、使
われていない、どこかに葬られていた直感が

起される」ような機会となって

いるとは言い難い。
こうした状況だからこそハーバーマスの発想を基盤とした、より広い意味
での協同翻訳は、共生

共

にとって重要な方法たりえる。

4. 協同翻訳の実践
ここからは、「全体」としての「他者と向き合う姿勢」に基づく共

的実践の
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在り方として、フォーラム 1 で提示された違和感やフラストレーション、そ
こから読み取りうるニーズを協同翻訳することの可能性を検討していく。
ただし、あらかじめ明確に述べておきたいのが、ここで示そうとするのは、
あくまで共生モデルにおける

の立場から、いかに当事者のニーズに向き合

うかという実践の事例であり、単にフォーラム 1 の主張をなぞり、紹護する
ものではない。それは、ハーバーマスが目指したのと同様に、パブリックな
議論の際に誰もが参照可能な「論拠（Argumente）」
（大窪 2015: 6）を見出すた
めの試みである。具体的には、当事者間の「語

に埋もれたままになりかねな

かったものを、広範に訴える公共的な意味論的潜勢力へと引き上げる 8」
（ハー
バーマスら 2011=2014: 138）可能性のある共生論と、フォーラム１や対話で
の内容を接続しつつ、筆者（桂）による説明を加えた。

4.1 教育を通した協同翻訳
4.1.1「４Ｆ」教育を通した当事者の経験の理解

フォーラム 1 における大川の違和感やフラストレーションは、自身の受け
てきた差別的な経験を背景に、現在の共生学が「強者のため」の「パートタイム」
的なものにしかなっていないのではないかということや、大学院という場に
所属する以上、当事者としての発言が困難となり、研究者としても、当事者
としてもマージナルな存在にならざるを得ないということだった。
ここでいう当事者とは、「私の現在の状態を、こうあって欲しい状態に対す
る不足と捉えて、そうではない新しい現実をつくり出そうとする構想力を持っ
たときに、はじめて自分のニーズとは何かがわかり、人は当事者になる」とさ
れている（中西・上野 2003: 3）
。
大川の示すニーズとはパートタイム的に取り組まれる「強者のための共生」
から、現実の問題に対して変化をもたらす「当事者のための共生」への転換で
あり、そのためには時に研究者自身が自ら当事者として語ることが重要とな
る。しかし、アカデミズムの場においてはそうした当事者としての発言は、
「あ
なたは本当に当事者なのか？」という目を向けられることになり、片田が記し
たように、大学という場において当事者としても語ることができるような場
を公的、継続的に確保していくことは容易ではない。実際に、なかだが経験

未来共創 第 8 号（2021） 189

フォーラム

共生／共創の多角的検討―2

したように、対等な対話を目ざした場においても「次回は当事者性を抑えた共
生論を話したい」というような抑圧的なコメントを招く場合もある。こうした
状況で生じる違和感やフラストレーションを、いかに非当事者のマジョリティ
側が理解し、「当事者のための共生」へと変化させていくことができるだろう
か。こうした課題に対する実践的方法として、ここでは大学を含む場での「教
育を通した協同翻訳」の可能性を示唆する。
ハタノ（2011）はマイノリティの感じるフラストレーションを、教育を通
して理解されるべきものの一つとして提示している。ハタノは多文化共生
を

う「異文化理解」の実践や教育でしばしばみられる 3

（Fashion、Food、

Festival）を通した表面的、部分的な他者理解への批判を経て、「4
要性を論じている。4

」理解の重

とは Fact（事実）、
Fear（不安、孤独感）、Frustration（悔

しさ・不満）、Fairness（公正さ）である。
大川の事例で言うと、日本社会の現実には大川自身を含め、多くの人が国
籍により就職や住居に関する差別を受けているという事実（Fact）がある。し
かし、マジョリティのための「多文化共生教育」ではこのことには触れられず、
実際に大学生にとっても知られているものではなかった。外国籍の市民に対
して「会社から差別的な対応を求められた時に、あなたたちはどうします？」
という問いかけに答えられる学生がいないというような経験は不安や孤独感
（Fear）の原因となるだろう。さらに、そうした問題意識について、当事者と
して語り、論じることが十分にできないという大学での状況からは

折感や

不満（Frustration）が感じられることになる。これらの実態や、内面への理解
を通して初めて、「対等」ではない状況をいかに変化させるかという公正さ
（Fairness）が志向されるようになると考えられる。
大川の述べる職や住居をめぐる問題に加え、ハタノが 4

理解の意義を示

す際に論じた入国管理施設の問題は今日ますます深刻化している。さらに外
国人技能実習生に対する

待や

取の実態が明らかになってきた現在、国籍

やエスニシティに基づく差別は、一層大きな共生に向けた大きな課題となっ
ている。小中高だけではなく、むしろ大学や大学院（ひいては行政や、公的組
織、不動産会社や各種企業、法人等）での教育においてこそ、当事者の経験を
反映する 4F 理解が必要だといえる。
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の学習は「外国人に限らず他の多くのマイノリティの状

況」を理解する際にも活用可能であるとしている（ハタノ 2011: 144）。日本社
会における多様な当事者にとっての事実、不安、フラストレーションもまた
公共的な教育を通して理解され「対等な関係」という公平性が求められるべき
ものなのである。
フォーラム 1 で片田が述べた経験もまた、4

教育を通してより明確に理

解されるものであろう。いじめの被害とその結果の不登校からくる不安や
孤独感（Fear）や、通信制・定時制高校から全日制高校への移行が制度上は可
能でありながら、その制度運用上不可能となっているという事実（Fact）、こ
うした状況への対処という努力が周囲に理解されないという

折感や不満

（Frustration）は、当事者でしか十分に知り得ないことだろう。これらのことが、
単に個人的なことではなく構造的問題として理解されることで、教育制度の
公正さ（Fairness）を求めることの重要性がより一層明確なものとなる。
もっとも、4

が感情に関わるものである以上、教育を通して翻訳されて

いくことになる具体的な意味内容までは、本稿で提示することはできない。4
教育を受けた人たちにどのような変化が生じるかといった調査を通して、
翻訳の意義や内容はより明らかになっていくだろう。
4.1.2「当事者のための共生」へ

このような可能性を鑑みると当事者の 4

は、大学（院）を含めた教育によ

り積極的に理解されるべきものだということができる。しかし、フォーラム 1
では、これまでの大学院での共生への取り組みが「単に、プログラムの評価を
得るため」のものなのかという違和感や疑問が述べられ、現状では「研究発表
だけで満足する」ようなパートタイム的なものにとどまってしまう可能性があ
るという事が指摘されている。
逆に、今後当事者にとっての Fact、Fear、Frustration が今日の構造的問題を
表すものとして理解されることで、Fairness が本当に目ざされるならば、そこ
に関わる人々もまた「現在の状態を、こうあって欲しい状態に対する不足と捉
えて、そうではない新しい現実をつくり出そうとする構想力を持った」という
意味で、問題の当事者となりえる。言い換えるならば、単に強者としての専
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門家としてではなく、ニーズをもつ当事者として問題に取り組むことになり、
その結果、研究発表や外部からの評価のみで満足するパートタイム的な「強者
のための共生」から、
「当事者のための共生」へと変化していく道筋が見えてく
る。
ただし大川も指摘しているように、専門家が当事者として共生にコミット
するという際、それはあくまでマジョリティとしての「当事者」であり、社会
構造や制度上マイノリティとして生きていかざるを得ない当事者とは混同し
てはならないということを再度強調しておきたい。現状を変化させたいとい
うニーズをある一定共有できたとしても、現状を支えるマジョリティと、そ
の現状によって緁位に置かれてきたマイノリティは異なる存在であるという
自覚が必要になる 9。この自覚が欠倦した時には、マジョリティ側からの「
違いの共感」
（

原 2017: 166-169）に陥ることになる。

こうした点に留意しながら、日本社会における外国籍の人々やいじめの被
害者、教育制度上不当な扱いを受けた人たちにとってのニーズが、教育を通
して翻訳され理解されたならば、私たち（ここでは日本社会における日本国籍
を有する者や高等教育の関係者という

の立場の人たち）は、これらの問題を

生み出す制度や法の改正に向けて、マジョリティの当事者としてコミットし
ていくという段階へと移ることになる。
もちろん、共生の課題はこれらに留まらず、これまでにも様々な取り組み
がなされてもいるが、ハタノが研究者、教職員、学生からの「社会変革を促す
ための働きかけが少なく、それがさらに現状を理想から遠ざけ、固定してき
たのではないか」
（ハタノ 2011: 145）と指摘しているように、研究発表を超え
た教育や実践、発信をより明確かつ積極的に行っていく必要がある。実際に
共生と名の付くプログラムに参加していても、学生側には「共生に関心を示さ
ないように見受けられる者もいる」と大川が述べる状況にある中で、いかに上
辺だけではない議論や教育、実践が行うことができるかが課題となる。
このようにフォーラム 1 の記述を 4

教育の必要性という議論と接続するこ

とで、ニーズを個々人に還元させることなく、現実の変革へと

がるような

教育実践や公共的な議論の論拠を見出しうる。このような取り組みこそ、共生
共 をリードしてきたマジョリティとしての専門家や教員には求められる。
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4.2 理論を用いた協同翻訳
こうしたマジョリティや専門家への要請がありながら、社会通念により問
題の前提自体が不可視化されてしまい、当事者の 4

が理解されにくくなっ

ている場合もある。フォーラム 1 で片田が、「未来共生プログラム」の選抜過
程や、対等な対話の場の欠倦という経験を通して指摘した「制度的優生思想」
という考え方もまた、そうした場合の一つであろう。大学院の特定のプログ
ラムの選考において、ある一定の能力が求められるということや、大学内の
対話がある程度専門的な議論となることは、あまりにも当然の前提となって
いるからである。
現代の教育制度自体が、能力を基準に構築されている以上、たとえ共生と
いう理念を掲げていたとしても、選抜においては能力を通して対象者に「部分
的に向き合う」以上のことが困難となる。しかし、先行する議論を参照すると、
そうした「能力による選抜」という強固な前提の問い直しというニーズもまた
翻訳可能なものとなり得る。
ここで取り上げるのが 90 年代より優生思想を一貫して批判し続けてきた哲
学者夳内総郎の議論である。夳内は、2016 年の相模原障害者施設殺傷事件後
に受けた NHK のインタビューに対して「優生思想をナチスのものだとしてし
まうと、意味が限定されすぎる」といい、古くはプラトンの思想にも見られ「私
たちの日常のものの捉え方にも表れる根深いもの」であることに注意を促して
いる 10。
夳内は優生思想のうち、もっとも見えづらいものとして「能力による差別」
に言及する。そしてその能力による差別を支えてきたのは「能力の私的所有」
を前提とした、近代的な学問の在り方そのものであるという。
能力による差別を乗り越えるため、夳内は倫理学者ポール・ラム

イによ

る 70 年代の「役割と関係性の倫理」論にその萌芽が見え、ロールズをはじめと
する 20 世紀後半のリベラリズムで展開された能力主義批判を下敷きに、「能
力の共同性」論を提綧する（夳内 2020: 218-38）
。
夳内によると、正義を原理とするロールズのリベラリズムにおいては、能
力を単に個人のものとする「能力の私的所有」への見直しが図られた。そこで
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能」や、能力の全体を「社会の共有資産」と見なすことで、

能力に関わる便益や基本的な社会財の「“ もっとも不遇な人 ” への再分配」が主
張された。ただし、ロールズは、能力自体を再分配されるべき財とはみなさず、
また、障がい者や特別なケアを必要とする人を再分配の対象から除外してい
ることから、従来の個体能力観を超えるものではないと指摘されている。
夳内は続いてロールズと重なる議論を行ったロナルド・ドゥオーキンの能
力観に触れた上で、アマルティア・センに能力の共同性論の基盤を見出す。
「潜
在能力」における平等を最重視するセンの議論では「個人の個体能力としての
み捉えられがちな能力差が、財や制度の不備での問題でもある」と見なされ
る（同 : 231）。能力差が個人の外部に由来すると捉えることで、センの平等論
は「能力主義的差別を正当化する能力の個人主義的還元を原理的に否定」
（同 :

231）する。財の再分配により「特に『弱者』の能力を補 すべき」だとされる。
こうしたセンの議論の延長上に夳内の「能力の共同性」論は位置づけられ
る。夳内の議論においても、一時的に能力が私的所有「物」とみなされること
もあるが、あくまでその前提には、共時的な共同性があり、能力の私的所有
は、通時的に「後から」能力が個々人に内面化されていった結果であるとされ
る。それは楘的な所有物として分割されるものではなく、更なる共時的な能
力の共同性へと

がるものであるという。

このように夳内は、能力は個人の内面ではなく外部との関係により把握さ
れるべきものであり、能力の欠倦とされるものは、財や制度の不備の問題と
みなす。こうした捉え方により、様々な立場にいるもの同士の、対等な関係
での共同や共生が目ざされることになる。
「能力の共同性」に基づけば、「助ける」ということから「してやる」などと
いうことはなくなります。また逆に、「してもらう」こともなくなります。
そして、そうなってはじめて、上も下も、
「助けてやる」も「助けてもらう」
もない、本当の「助け合う」ことが生まれ、本当の共生や共同性が成り立
ちます。
（夳内 2007: 151）
注意すべきは、夳内の議論が単なる理想論や理念ではないということであ
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る。能力の共同性論は「社会的評価の対象となるような認識論的議論に留ま
るものではなく、そうした認識をも規定する存在論的議論」
（夳内 2020: 219-

220 注）だとされるように、「能力の私的所有」が深く根ざしている制度や社会
構造の問題を浮き彫りにするものなのである。
片田の「制度的優生思想」という概念化や、共生

共

の担い手にそうし

た自覚を求めるというニーズは、夳内の議論をうけてのものではなく、また、
共著者からも

否両論が生じるものであった。しかし、夳内の優生思想批判

や能力の共同性論を踏まえると、片田のニーズは、単に個人的な認識に限定
されるものではなく、より広く共同で取り組まれるべき、共生の原理や制度
的基盤に関わるものだと理解しうる。つまりそれは、公正な「利益」の分配に
関する問題でもあるが、それ以上に分配の基準を支える「価値」の問題なので
ある 11。こうしたことを踏まえると、潜在的能力を含め、（英語）能力による
選抜という、通常であれば当然のものと見なされる基準も、「共生」を目指す
実践なのであれば自明のものではなく、慎重に検討されるべきものだという
ことがわかる。

4.3 更なる協同翻訳実践の必要性
4.3.1 共生モデルとの照合

以上限られた範囲ではあるが、フォーラム１で提示されたニーズを、共生
をめぐる議論から捉え直し、公共的な実践や議論へと接続するという形での
「翻訳」を試みた。
フォーラム 1 で提示されていることの共通点としては、共生（や共
う言葉が

）とい

起する「こうあるべき」という姿と、大学院での取り組みとのズレ

が違和感やフラストレーションとして感じられ、そうした状況を変化させた
いというニーズが生じているということが挙げられる。本稿の事例から、そ
うした個々人のニーズの協同翻訳により、大学や大学院を含む教育の場での
当事者の 4

理解や、能力の共同性論に基づく教育制度の基準の見直しといっ

たことが、「当事者のための共生」に向けた課題の一端として見えてくる。
改めて共生学のモデルや本稿の表現から振り返ってみよう。フォーラム 1
のような内容に対するマジョリティとしての教員や専門家を

、当事者の立
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とすると、

から

への反

応は以下のようなものが想定される。

1

を単に個人的なものと見なし、学術的には不完全なものとして
無視する：同化（排他）主義

2

、向き合わない

を意見としては認めるが、自らの変容を伴う形では取り扱わない：
統合（分離）主義

3

→

却、

→

、部分的に向き合う姿勢

を自らの変容もいとわない形で研究、教育、実践への反省の
新たな課題の発見 と捉える： 造的共生
12

→

’

’

機、
、全

体として向き合う姿勢
本稿で言う協同翻訳の試みは 3 に位置付けられる。もちろんここで主張し
たいことは、

の主張が常に正しく、一切批判すべきではないという事では

なく、まずは

のニーズ、違和感やフラストレーションの意味内容や、その

背後にある構造的問題を捉えようとすること、常に不完全であると自覚しな
がらもマイノリティ当事者と全体として向き合うよう努め、問題を共有し共
に

味していくことの重要性である。また本総冒頭で述べた通り、個々人の

言明をパブリックな言語へと翻訳することを通して、そうした

味の際の論

拠が提示可能であるということを示すのが第一の目的である。
協同翻訳において、それぞれの経験を抽象化することはゴールではなく、
と

が共通の土淧に立ち、対話や相互行為が可能となる出発点なのである。

言い換えるとそれは、専門家の権

を支え、当事者を排除するための抽象化

ではなく、専門家がその責任を放

することなく問題に向き合い、マジョリ

ティ側の当事者としてコミットしていくための抽象化である 13。
こうした協同翻訳の
ションは、共生学や共

機となる、いわゆる当事者の違和感やフラストレー
に関わるフォーラム１の執筆者以外の学生や、フィー

ルドで調査対象者となる人、またはその関係者が感じているかもしれないも
のでもある。フォーラム１の著者らは（元）大学院生という立場、なおかつ共
生

共

にコミットしようという意思をもつものであったからこそ表明でき

たが、その背後には語り得ない人々や、数多くの表明されないままの違和感
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やフラストレーションが存在しうる。そういった意味では、個別のプログラ
ムや大学内部の問題を超えた、アクチュアルな問題を提起するものだといえる。
4.3.2 協同翻訳にむけたインリーチ活動、対話

それでは、大学内や社会における潜在的な違和感やフラストレーションは
どのように可視化されるだろうか。本フォーラムでの試みのように、協同で
対話しながら執筆するという方法の他に様々な可能性が考えられ、

の立場

にある人たちそれぞれが主体的に検討すべき課題であるが、ここでも簡単に
触れておきたい。
本稿で触れたのは限られた事例であるが、今後も継続して当事者やマイノ
リティの声を聴くことで、さらに様々なニーズが捉えられていく可能性があ
る。そのためにはまずより多くのマイノリティの当事者が、学術的な議論や
決定の場に実際に関わる必要がある。
ここで参考となるのが、芸術活動をめぐって、行政という「公」に、アーティ
ストや実践者という「民」の人々がより積極的に関わる「インリーチ」という考
え方である。小山・山口（2010）によると、インリーチは 2003 年頃より使用
されだした言葉であり、予算分配や計画を実施する「公」とそれを担う「民」の
ギャップを

橋するために、「民」の側から行政内部や自治体に対する理解促

進の働きかけを行うような活動のことを示す。こうしたインリーチ活動の必
要性の背後には、公と民の「協働は特定の人だけでなく、多様な担い手の参加
が前提であるはず」であるにもかかわらず「実際の事例においては、当該地の
市民を代表するとされる人物が関与すれば、それで市民が参加したとして済
まされてしまうことがある」
（同 : 18）という問題意識があることが読み取れる。
インリーチはその名の示す通り、従来の「アウトリーチ」に対比して用いら
れる表現であるが、両実践は相互に排他的なものではなく、小山・山口はア
ウトリーチとインリーチの「往還」の必要性を論じている。むしろ「公」への働
きかけという「インリーチ活動を徹底しておこなうことへの覚
ことが、地域におけるアウトリーチ活動の倦何を

や決意を抱く

右する」
（同 : 29-30）のだ

という。
同論文は芸術活動をめぐるものであり、アウトリーチ・インリーチの意味
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自体はそれぞれ大学や学界での用いられ方とは異なる部分がある。しかしな
がら、その問題意識は、学術的な公共的な議論や決定において当事者のニー
ズが十分捉えられていないのではないかという、本稿とも通じるものである。
大学や学術的な場においても、当事者が共生

共

をめぐる違和感やフラス

トレーションを語り、それらを協同翻訳していくというインリーチの試みを
徹底していくことで、よりよいアウトリーチ実践に

がって行くと考えられる。

こうしたインリーチを通した協同翻訳という発想は、対話と熟議のあり方
をめぐる議論とも密接にかかわっている。

原（2012; 2017）では、社会的な

分断を背景に共生について論じる中で、対話がその方法として中核に椭えら
れている。国内外の共生論、多文化主義に関する議論をまとめる中で、 原は、
日常的な対話の夵積と、そのような対話を公共的な熟議と接続することの両
方が必要となっていると述べる（

原 2012: 155-158）。その際、感情を伴う

対話と論理性や冷楘さが求められる熟議の性質の違いから、いかにマイノリ
ティが公共的な討議に参加しうるか、ということが課題となる。なぜなら「社
会・経済的に不利な立場にあるマイノリティが、公的な場でマジョリティと
対等に討論することは難し」く、特に「マイノリティの直面する問題が切実で
あればあるほど、感情的にならずに冷楘に話し合うことは難しくなる」からで
ある（同 : 157）
。
だからこそ、日常的な対話はそれ自体重要なものであるが、そこに留まらず、
より公的な場へと反映させられるよう、制度や構造へ働きかけが必要となる
のである。
何よりも重要なのは、こうした熟議の場に、社会構造の分断を乗り越え
てなるべく多くの人が参加できることである。熟議の場から構造的に排
除された人々がいるのならば、そうした人々を含めるように構造を変革
していかなければ、私たちの居場所は善きものにならない（同 : 157-158）
このような
イノリティ（

原の議論もやはり、熟議の場におけるマジョリティ（
）の関係において、マジョリティの在り方やその変容（

問うものであり、

）とマ
’）を

造的共生の実践であるといえる。
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本フォーラムのような共同執筆の試み、インリーチ活動、対話と熟議は、
公的な議論や決定の場における当事者の参画を促すものであり、それぞれ理
念通りなされたならば、本稿で見てきたような協同翻訳の

機となるだろう。

それは、共生論の文脈でいうと井上達夫の、他者に開かれながら継続される「会
話」
（井上 1986）や公共的な主張における立場や視点の「反転可能性」テスト（井
上 1999: 223）を、マジョリティの立場から積極的に推し進めた先に位置づけ
られる方法である。
こうした発想を踏まえると、本フォーラムで行った、既にある程度の関係
性がある者同士の直接的な協同翻訳以外にも、為すべきことが明確になって
くる。それは、今日のオンライン化の流れも利用しつつ、大学側が当事者の
代表となる人を選定して、ゲストとして招くだけではなく、様々な当事者が
広く参加、発言できる、また何らかの決定に関わることができるような仕組
みを構築することである。その際重要となるのが、可能な限り開かれた場を
出すると同時に、ファシリテーションや企画のデザインによって、場の安
全性を最大限確保するよう努めることであろう。安心して、既存の共生
に対する違和感やフラストレーションを語ることができる場を

共

りだすと

共に、そこで見えてくるニーズを論文等により協同で翻訳していく。
そこには当然リスクがあり、前提を共有した「専門家」のみの会議や座談会
よりも、はるかに困難を伴うものとなるだろう。だからこそ当事者のニーズ
や共生の課題を浮き彫りにし、協同翻訳の

機となっていくような共

の試

みとなりえる。それは、マジョリティの在り方や、公共的な熟議や学術的議
論の内実を変化させる（

’）とともに、被抑圧的存在から、聴かれるべき声を

発する者としての当事者の立場の変化（
な革新（

）へと

がるような

に還元できない変化や

’）をもたらし、ひいては制度、法的

造的共生への道、あるいは

が生じるという意味での「

、

それぞれ

発的共生」 への道で
14

ある。

5. まとめと今後の課題
本稿では、フォーラム１での議論を受けつつ、
「協同翻訳」という試みにより、
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よりよい共生

共

に向けた検討を行った。

まず、共生

共

を成立させうる重要な要素の一つとして考えることがで

きる「他者の声を聴く」という行為が行われる際においては、聞き手が、その
他者の「部分」だけを都合よく切り取り、安易に理解する姿勢は望ましくない
と指摘した。なぜなら、部分的に他者と向き合うだけでは、この「声」の意味
する内容もまた部分的なものとなり、それは「聴く」と呼ぶに値しないものに
なるからである。したがって声を聴くためには、他者の「全体」と向き合う姿
勢をもつ必要がある。
次いで、「声を聴く」ための具体的な実践として、ハーバーマスの協同翻訳
論が参照された。ハーバーマスの理論と共生とのつながり、またハーバーマ
スとロールズにおける「誰を当事者と認識するか」といった違いについて確認
した上で、当事者と当事者でないもの、マイノリティとマイノリティでない
者が共に参画する協同翻訳を概観した。その上で、マイノリティの側の声を
聴き、それを翻訳していく作業にマジョリティのコミットメントが求められ
るということを論じた。
第三に、共

的な実践としてフォーラム 1 で表明された違和感やフラスト

レーションの協同翻訳を試みた。当事者としての声の挙げづらさを背景とし
た、「強者のための共生」から「当事者のための共生」への転換の実現について、
ハタノのいう、教育を通した「4 （Fact、Fear、Frustration、Fairness）」理解の
重要性という視点から見ると、現状を変えるというニーズを非当事者が共有
することで、その転換の可能性が浮かび上がる。ここから共生

共

の試み

への当事者の違和感やフラストレーションは、大学を含めた教育の場で「抑え
る」べきものではなく、むしろ表明され、理解されるべきものだということが
示唆される。また、片田の、大阪大学での共生

共

の現状が「制度的優生思

想」と言い得るものであるとの自覚を求めるというニーズに対しては、夳内総
郎の「能力の協同性」論により「理論を通した協同翻訳」を行うことで、より公
共的な議論への言い換えを試みた。夳内のいうように能力が私的な所有物で
はなく共同的なものであれば、能力による選抜という一般的に自明視される
基準もまた、共生

共

の試みにおいては再考を迫られるものとなる。

最後に、こうした協同翻訳をより積極的に行うための、インリーチ活動と
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いう考え方や、対話と熟議の関係をめぐる議論を紹介した。
限られた事例ではあったものの、本稿での議論から、マジョリティや専門
家が「他者の存在を『全体』として把握しようとする」姿勢をもち、教育や理論、
インリーチ活動や対話を通した協同翻訳によって、当事者のニーズをより公
共的なものへと言い換えながら共有していくことが、共

の出発点やプロセ

スにおいて不可欠であることが理解されたのではないだろうか。
今後の実践的な課題は、インリーチ活動や対話実践、当事者としての研究
等を通して、従来捉えられてこなかった様々な当事者のニーズを実際に翻訳
していくことであろう。理論的な課題としては、本稿で示した「共

としての

協同翻訳」を、様々な対話や翻訳に関する理論と接続させることで、より明確
にその意義を示すことである。
また、共生理論をめぐって、本稿での検討から浮かび上がってきたのは、ハー
バーマスにせよ、夳内にせよ、ポスト・ロールズ的な議論をいかに実践とリ
ンクさせていくかということである。本稿では十分踏み込むことができなかっ
たが、こうした課題はロールズの議論を批判的に継承しつつ共生を論じた井
上や、ハーバーマスに依拠して展開された尾関の議論とも重なる。クラシッ
クな共生論が、単に理念や理想だけではなく、実践的な方法について論じて
きた以上、共生に関する議論の夵積と国内外の理論の接続も、共

を論じ実

践する上で非常に重要となる。
共生以上に共
うな「ことばの

は、研究や実践に安易に付加価値がつくと思えてしまうよ
術」
（植田 2006）や「マーケティング」
（

りやすい 。表面的な共生や共
15

本 2020b）用語とな

を乗り越えていく為には、再帰的な議論や

当事者の声の反映を通して、より積極的に違和感やフラストレーションと向
き合い、一見既存の慣習や価値体系からは非常識、非合理的と思える主張も
含めて、協同で翻訳していく必要がある。その過程で、マジョリティもどの
ような意味で共生

共

の当事者であるのかという事を検討、表明すること

が不可欠となる。
協同翻訳にはこうした可能性がある一方で、マイノリティや当事者の中に
は声を発することができない、発しても聴き取られない人たちもいる。その
ため語ることができる人は一層「自己」主張だととられやすいという問題もあ
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る。誰が誰のどのような声を誰と翻訳するのか、語られない言葉に翻訳の可
能性はあるのか、翻訳の墽当性はどのように担保されるのか。当事者をめぐ
る議論、代表性をめぐる問題など、共

としての協同翻訳の限界がどこにあ

るのかということも意識し、ハーバーマスへの批判含め議論の俎上に載せな
がら今後の研究や実践に取り組んでいきたい。
注
1

共生論における「聴く」ことの重要性は山本

輔先生から個人的に示唆を受けた（桂）。同様

に、人間科学研究科のオンラインセミナー（2020 年 7 月 30 日「不俐明な時代を 人間 とし
てどう生きるか」）での「自分の言葉で語ることでマイノリティの声を渳い

すという問題

についてはどう考えるべきか」という私の質問に対し、岡部美香先生より、「自分の言葉で
語る」ことが、よりよく「聴く」ことに繋がるのだということをご教授いただいた。

2

今日の議論において、マイノリティ―マジョリティ関係は文脈化、細分化されており、単
綅に分けられない部分もある。しかし、少なくともマイノリティ―マジョリティの関係は
数だけではなく、というよりむしろ権力関係や社会的な立場の問題であることは繰り返し
論じられてきており（海野・

1979;

原 2017: 6-7）、本稿でもそうした立場から論じる。

3

ユクスキュル・クリサート（2005）の 77 頁を参照されたい。

4

もちろん、こうした出会いのあり方、他者のもつ有用性によって成立する関係性を安易に
悪であると決めつけることはできない。こうした議論については、八木（2020）の「有用性
による共生」の概念も参照されたい。

5

ここでの「相互変容」という表現は、マジョリティとマイノリティ、双方の「変容」が等価で
あるとする印象を与えるかもしれない。しかし、それを安易に同じレベルの変化であると
見なすわけにはいかない。権力構造のもつ暴力性ゆえに、マイノリティの「変容」は、しば
しば、深く致命的な領域にまでおよぶことがあるからだ。

6

これはもともとドイツ語では「institutioneller Übersetzungsvorbehalt」
（Habermas 2005: 136）
と書かれたものであるが、英語では「institutional translation proviso」
（Habermas 2008: 130）
と記される。日本語では比較的原語の直訳に近い「制度的翻訳条件」
（大窪 2015: 5）や、協
力し共同して行う翻訳であることから「協同的翻訳」
（同 : 5）とも訳されている。他にも、木
部（2013）では「制度的付帯条件」
、「制度的な翻訳付帯条件」、「共同翻訳」と訳されている。
本論文ではこれらの訳語やもともとの言葉の意味を考慮し、「協同翻訳」で統一した。

7

ニーズと共生の関係性については、崎浜（2017a; 2017b）で詳細に論じられている。少々
長くなるが、ここで補足する。言語学におけるバフチンの理論を参照しつつ「共生的なニ
ーズ」を探求した崎浜によれば、ことばあるいは発話は常に対話的関係のなかにある（崎
浜 2017b: 35）。発話はそれを発した者ひとりのみに帰属させることはできず、話し手たち
の相互作用の所産であり、発話は社会的出来事だという（同 : 36）。崎浜はこうしたバフチ
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ンの発話のモノローグ的、対話的という見方について、モノロギズム（モノローグ的、発
話は社会的出来事ではなく、発話は完成されたものとして発話者自身にしか帰属しない）、
ディアロギズム（発話されたものは未完成であり、多声的なものであり、発話とそれを聞
くもので作り上げていく）という整理を行った（同 : 40）。ニーズに対する支援は当事者に
より発せられたニーズをくみ取るモノロギズム的支援であるべきでなく、ニーズを発する
人との関係性において、終わらない「未完のポリフォニー」として、発話者とそれを聞く者
の終わることのない関係性の中で、ディアロギズム支援として共生的ニーズの創出を行う
べきであるとした。ハーバーマスの言う協同翻訳も、バフチンを参照した崎浜の視点で言
うならば、ディアロギズム的なものと分類されることとなるだろう。

8

本稿で「当事者間の」とした部分は、もともとの文脈では「特定の宗教共同体の」であり英語
では次のように書かれている。

...lifting for wider public semantic potentials what would otherwise remain sunken in the
idiom of particular religious communities.（Butler, Habermas, Taylor, West 2011: 115）
9

本稿とフォーラム１ではまずは当事者のニーズに向き合うべきであるという「当事者主権」
（中西・上野 2003; 上野・中西 2008）という考えかたを基盤としている。そうした前提があ
る中で、福祉学や障害学においては、ニーズを当事者と当事者でない者との関係性の中で
捉えられるべきものとすることで、当事者主権を超えていこうとするような議論も展開さ
れている（麦倉 2016）。本稿における協同翻訳もまた、当事者のニーズを出発点としつつ、
非当事者の専門家もまた共生や共創の当事者として問題に関わっていくことを期待してい
るという点において、そうした当事者主権を超えていくような動きと重なるところがある。
この点に関しては、今後より詳細に論じていきたい。

10

「2016 年 09 月 01 日（木）相模原障害者施設殺傷事件

第 4 回 夳内総郎さんインタビュー」

https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/251565.html （2020 年 10 月 28 日アクセス）
11

井上達夫は分割可能な「利益対立」と分割不可能な「価値対立」のうち、より調停が困難な後
者を克服すべき課題としている（井上 1999）。井上の議論を要約しつつ批判的に検討した
金（2009）も参照されたい。

12

山本（2017）参照。

13

今回は

→

の翻訳（抽象化）を試みたが、協同翻訳という以上

→

の翻訳（説明、具体化）

が必要となる。次に見るインリーチとアウトリーチの関係のように、まずは
されることで、

→

の説明や実践が適切なものとなり、

→

が徹底

の往還により、より充実

した翻訳となっていくと考えられる。その内実が実際にどのようなものであるかは今後実
践の中で検討していきたい。

14

桂（2020）では、共創と創発的共生の関連について具体的な事例から論じている。

15

共生

共創と「ことばの

術」
「マーケティング」の関係についてはフォーラム１の第１総参

照。
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Kyosei (Co-existence) and Kyoso (Co-creation)
Starting with “Cooperative Translation”: For
Deliberate Discussion and Sincere Practice
Yusuke KATSURA, Miwa SASAKI, Kageyuki YAGI
Abstract

This paper discusses how we can listen to the voices of minorities, in response to
Forum 1: "Re-examining the Kyosei and Kyoso (Co-existence / Co-creation) Through cowriting a collaborative autoethnography on conflicts and frustrations," and change the actual
institutional situations and social norms.
It is argued that in listening to the voices of others, which is a prerequisite for coexistence and co-creation, it is necessary for the listener to be prepared to face not only the
"parts" of others, but also the "whole," including their background.
We will refer to Habermas's theory of cooperative translation of religious
discourses for public deliberation in which secular and religious citizens participate together
as a way of letting voices be heard. Further, we will see that the theory can be applicable for
other social problems beyond religious matters.
Additionally, discomfort and frustration was expressed in the paper Forum 1
that the current discourses and practices on Kyōsei may not be for minorities or may be
even what we might call institutional eugenics based on certain criteria. Therefore, we will
attempt to translate them into more public practice and discussion through understanding
minorities 4Fs (fact, fear, frustration, fairness) advocated by Lilian Terumi Hatano, through
Akiro Takeuchi's theory of the cooperativity of competence.
Finally, we will introduce the debate around "in-reach" activities and deliberation in
order to make “collaborative translation” more proactive.

Keywords : Listening to voices, Cooperative translation, Majority's
responsibilities, Kyosei, Inreach

未来共創 第 8 号（2021） 207

研究ノート

介護予防・日常生活支援総合事業に
おける利用者の活動と社会資源
地域のなかの通所型サービスを事例として

寺村 晃

要旨
介護保険が始まり 20 年が経過し、介護予防・日常生活支
援総合事業が始まり 5 年が経過した。その背景として、介
護予防と介護費の削減が挙げられる。そして、多様な実施主
体が参加することが期待されたが、実施主体は依然として医
療法人、社会福祉法人、株式会社となっている。本研究目的
は地域に住む個人が開所した通所型サービスの実態を明らか
にすることである。とくに、
これまで明らかにされてこなかっ
た利用者の活動や関係性に焦点を当て考察する。結果、利用
者の活動としては、囲碁や書字、手芸、健康麻雀などがあり、
利用者の興味関心に合わせた活動であった。活動は利用者同

目次
1 介護予防・日常生活支 援総合事業
の仕組みと現状
1.1 介護予防のための総合事業
1.2 サービスの実施状況

2 研究目的と調査概要
2.1 研究目的
2.2 調査概要

3 カルチャー「遊」の特徴
3.1 設立の経緯
3.2 総合事業への移行
3.3 活動状況

4 活動の様子

士の些細な助け合いがあり、地域住民との交流も行われてい

4.1 通常活動の日

た。また、利用者らは施設外でも連絡を取り合うことや外出

4.2 地域と繋がるイベント活動

することもあった。考察として 2 点挙げられた。1 つ目は
専門家不足が問題視されているなか、利用者の経験や技能を
活かし役割を担い、新たな社会資源として位置づけられるこ
とが重要であった。2 つ目は、フォーマルサービスの中で育

4.3 利用者同士が生み出す相互扶助

5 多様な活動の混在
5.1 カルチャー「遊」活動形態の分析
5.2 地域にある資源に意味づけをする
5.3 総合事業が生み出すインフォーマ
ルな関係

まれるインフォーマルサポートに着目していくことが肝要で
あった。

キーワード
通所型サービス
社会資源
インフォーマルサポート
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1．介護予防・日常生活支援総合事業の仕組みと現状

1.1 介護予防のための総合事業
介護保険制度が創設されてから、2020 年で 20 年が経過した。制度が創設さ
れた背景には、介護を要する高齢者数の増加、介護の長期化（佐藤 2019）、高
齢化という人口構造の変化があった。そのような背景のなかで、核家族化の進
行、主介護者の高齢化、女性の社会進出といった家族構造の変化により、家族
の介護負担は増大していった（森山 2017）。すなわち、介護保険とは、家族で担っ
てきた高齢者の介護を、社会全体で支え合う仕組みとして創設された制度であ
り、「介護の社会化」と評された（藤崎 2009）。
しかしながら、制度の拡充により、介護費用が年間 10 兆円を超え、2000 年
の創設時の約 3 倍となった（田 2019）。また、費用増大のみならず、近隣住民か
ら利用者は切り離されつつあると指摘されており（島崎 2017）、介護の社会化
が生み出した成果は、莫大な費用と住民関係の希薄化と繋がっていった。来た
る 2025 年、団塊の世代が 75 歳以上となり、後期高齢者数は 2180 万人に上る
と推定されている。持続的可能なサービス供給のために、自治体を基盤として
住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステ
ムの構築の実現が喫緊の課題として挙がっている。

2015 年の介護保険制度の改正に伴い、介護予防・日常支援総合事業（以下、
総合事業）が創設された。
「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」と方向を踏ま
えた改革が行われ、高齢者が要介護状態にならないように市町村が総合的に介
護予防を支援することが望まれている。総合事業の対象となるのは、要支援

1・2 もしくは基本チェックリスト該当者である。従来の重度介護を想定した要
介護者への支援は、公衆衛生上のハイリスクアプローチ型とされているが、総
合事業では未だ高リスクを抱えていない集団への働きかけを基本としたポピュ
レーションアプローチ型となっているのが特徴である。つまり、要介護の状態
になる前の段階で、介護予防を目指した通所型サービスへの参加が期待されて
いる。表１のように、通所型サービスの内容は従前型（現行の通所介護相当）、
通所型サービス A ～ C と多岐にわたる。また、総合事業の担い手としては、介
護事業所、NPO 等の多様な主体が想定され（森川 2019）、「サービスの地域化」
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が望まれている。多様な担い手を求める主たる理由は、専門職種だけでは需要
が増す高齢者の多様なニーズを解消することができず、費用や効率性の課題を
克服できなかったことが挙げられる。
表1
基準
サービス
種別
サービス
内容

対象者と
サービス
提供の考
え方

総合事業における通所型サービス類型

現行の通所介護相当
①通所介護

多様なサービス
②通所型サービスＡ
（緩和した基準による
サービス）

③通所型サービスＢ

④通所型サービスＣ

（住民主体による支援）

通所介護と同様の
ミニデイサービス 体操、運動等の活動
サービス
運動・レクリエー など、自主的な通い
生活機能の向上のた
ション等
の場
めの機能訓練
○既にサービスを利
用しており、サービ
スの利用の継続が必
要なケース
○「多様なサービス」
の利用が難しいケー
ス
○状態等を踏まえながら、住民主体によ
○集中的に生活機能
る支援等「多様なサービス」の利用を促
の向上のトレーニン
進
グを行うことで改
善・維持が見込まれ
るケース

（短期集中予防
サービス）

生活機能を改善する
ための運動器の機能
向上や栄養改善等の
プログラム

○ ADL や IADL の
改善に向けた支援が
必要なケース 等
※ 3 ～ 6 ケ月の短
期間で実施

※状態等を踏まえなが
ら、多様なサービスの
利用を促進していくこ
とが重要。

実施方法
基準

事業者指定
予防給付の基準を
基本

サービス
通所介護事業者の従
提供者
事者
（例）

事業者指定／委託
補助（助成）
直接実施／委託
人員等を緩和した 個人情報の保護等の 内容に応じた独自の
基準
最低限の基準
基準
主に雇用労働者
＋ボランティア

ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

出典：
「総合事業の概要」
（厚生労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou12300000-Roukenkyoku/0000192996.pdf）

1.2 サービスの実施状況
2019 年に厚生労働省が市町村（n=1741）を対象に行った総合事業の調査によ
ると、サービス A ～ C を実施できていない市町村は 635 市町村（30.6％）であり
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従前相当のサービスにとどまっている市町村が多かった。サービスが未実施の
理由（図 1）として、単価の設定などの財源調整以外に、実施主体の不足や地域
のニーズ把握や効果判定、実施手段が分からないなどが挙がっていた（厚生労
働省 2019）
。林（2019）は総合事業を実施する上での課題として、担い手不足、
ニーズの把握が困難、資源の掘り起こし方とその組織化、互助や担い手意識の
啓発が必要と述べている。このように、2015 年に始まった総合事業が取り巻く
課題は多く、行政の財源調整、事業所となる担い手の発掘、利用者のニーズ把
握と効果判定、担い手意識の啓発が望まれ、解決すべき課題の範疇は広い。
総合事業の目的として、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充
実することであり、地域の支え合い体制づくりを推進することが望まれている。
しかし、現状では全国的にサービスの担い手の多くは医療法人、社会福祉法人、
株式会社などの公的もしくは営利的な指定介護サービス事業所が一般的となっ
ている。介護保険課や高齢者支援部署といった行政部門が上記団体にサービ
ス整備や誘致、関連の運営等のサポートをすることが多い（厚生労働省 2015）。
そのため、専門職種が短期集中的に介入し、筋力や歩行能力などの運動機能に
着目した実践報告が多い（丸山 2020; 有光 2020）。しかし、専門機関や専門職

図1
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サービス A 実施が困難な理由

種が中心となって高齢者支援を行うという従来の介護保険サービスから脱却す
ることができておらず、総合事業が狙いとする利用者の生活圏にある人付き合
いや地域との繋がりに即しているとは言い難い現状が窺える。また、運動やレ
クリエーションを主な活動としている通所型サービス A の報告においては、活
動概要に関する報告や運動機能に着目した報告がある（高橋 2020）。しかしな
がら、コミュニティカフェや高齢者サロンの活動のように利用者の人間関係づ
くりに寄与している（森 2014; 志賀 2016）といった報告は、通所型サービス A
にはない。

2．研究目的と調査概要

2.1 研究目的
本研究の目的は、京都市にある個人宅を開放した通所型サービス A の利用者
の活動特徴を明らかにすることである。そして、これまでの報告で少なかった
利用者間の交流や地域との繋がりに着目し考察する。

2.2 調査概要
調査地域は、京都市西京区である。京都市西京区は JR 桂駅を中心に開発され、
従来から住む高齢者と新興住宅地に住む就学児を含む核家族が点在している。

図2

京都市西京区の高齢化率
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京都市西京区の高齢化率（65 歳以上の人口割合）は 28.2％であり、全国平均の

28.8 ％や京都市全域の 28.2 ％と極めて近い数値にある。しかし、2019 年度と
比較すると、高齢化率の増加は同市の中で最も高い（京都市総合企画局 2020）。
今後も、高齢化率の増加と後期高齢者数は上昇し続けていくことが予想されて
いる。なお、京都市西京区の通所型サービスの数は、2019 年で 45 か所、2020
年で 115 か所と大幅に増加しているが、多くの通所型サービスの特徴は医療法
人や社会福祉法人を母体とする大規模な通所型サービスである。
本研究対象施設は、2019 年に開所した通所型サービス A の短時間型デイサー
ビス、カルチャー「遊」である。カルチャー「遊」は管理者 T 氏の個人宅を開放
した小規模な施設である。周辺情報としては、1km 圏内に駅やバス停などの公
共交通機関があり、スーパーマーケットやコンビニが点在しており、生活しや
すい住宅街である。一方で、自治会の加入率の低下や高齢者の孤独化が問題視
され、地域の希薄化により高齢者の生活上の不便さを家族や近隣で解決できな
くなっていると、指摘もある（西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会 2016）。
調査期間は、2020 年 7 月～ 10 月である。筆者はまず、2019 年 9 月 16 日の敬
老の日に実施された「共食会」のイベント（大阪大学大学院人間科学研究科の木
村友美氏の研究の一環として行われた）に参加し、カルチャー「遊」に参加して
いる利用者や管理者 T 氏と交流を始めた。その後、調査開始までの期間に管理
者 T 氏と数回にわたる打合せおよび準備を行った。調査期間は、新型コロナウィ
ルス感染症の影響もあったが、感染症予防に努めながら上記の期間中フィール
ドワークを 15 回実施した。
調査方法として、参加型参与観察と利用者および施設スタッフへのインタ
ビューを実施した。利用者には当該施設での活動や利用目的を質問した。施設
スタッフには、開所までの経緯や介入時に配慮していることを質問した。なお、
筆者の専門は作業療法であり、必要に応じて利用者への専門的対応（生活アド
バイス等）を行ったが、本研究においては直接的な支援介入は実施していない。
また、本研究は大阪大学人間科学研究科倫理委員会の承認（登録番号 OUKSC

20010）を得て実施した。
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3．カルチャー「遊」の特徴

3.1 設立の経緯
カルチャー「遊」の開所前、入居者定員370名の大規模な介護付き有料老人ホー
ムに T 氏は長年勤務していた。大規模な施設では、高齢者の固有の経験を把握
しにくく、特技や興味関心に焦点を当てた活動が行いにくく、また高齢者同士
の関係性が育みにくいと T 氏は感じていた。転倒による骨折や老衰により活動
性が低下していく様を目の当たりにし、「その人らしい」老い方について T 氏は
考えるようになった。
退職後、T 氏は自宅の一角を開放し高齢者サロンの運営を始める。目的とし
ては、地域の人と人が繋がっていくことができる場所や高齢者が能力を発揮す
る機会の場所として、高齢者サロンが設立された。毎回の定員は 5 名程度と小
規模であった。近隣の顔見知りの高齢者や有料老人ホームの高齢者が主に参加
していた。墨彩画、コーラス、ヨガなど異なる活動が週に 3 回開催されていた。

3.2 総合事業への移行
総合事業は 2015 年に各市町村に導入された仕組みであり、2018 年まで移行
期間とされていた。京都市はこれを 2017 年に導入した。表 2 は T 氏と施設の特
徴をまとめたものである。
表2
施設代表者
資格

T 氏とカルチャー「遊」の特徴

50 代女性
介護支援専門員、介護福祉士、色彩コーディネーター
有料老人ホームで手芸クラブの講師担当

経験

高齢者サロンの運営
母、姉の家族介護の経験

施設

高齢者サロンから通所型サービス A の設立と至った
郊外の自宅の 1 階を開放

利用者定員

6名

利用者の特徴

ほとんどが後期高齢者
近隣在住で徒歩 20 分圏内が多い
利用者同士が顔見知りのこともある
中枢疾患や整形疾患等の既往歴をもつ方もいる
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同時期、T 氏は独居生活中であった心疾患をもつ母や整形疾患をもつ姉の介
護を行うなかで、家族介護の難しさや介護予防の重要性を感じるようになった。
介護が必要となる前から地域と長く緩やかに繋がっていくことや興味関心のあ
る活動に取り組むことの重要性を感じたこともカルチャー「遊」の開所のきっ
かけとなっている。また、脳卒中や骨折、心疾患などの多様な既往歴をもつ近
隣の後期高齢者を、T 氏はさらに憂いるようになった。しかし、高齢者サロン
の活動の企画および運営や書類の作成管理を T 氏が一人で行い続ける負担や助
成金の申請および使途の制限による予算の確保に課題があった。そこで、継続
的な介護予防サービスの供給を目的として、公的な財源の活用と人員補充の検
討に至り、通所型サービス A の開所を決意した。
申請にあたっては、通所型サービスの提供可能な活動や遵守すべき事項につ
いて確認するために多大な時間を要した。他の市町村では、通所型サービス

A の管理者になるために、市が独自の講習会を実施しているところもある。し
かし、現在の京都市では通所型サービス A の管理者の資格は定められていない。
また、京都市内では、通所型サービス A の多くは通所介護を併設している事業
所である。そのため、施設基準や人員基準および書類作成において、通所介護
を併設している事業所の方が、既存の施設や人員を用いることができ、通所型
サービス A を開所するにあたり容易である。当施設は個人が自宅を開放した通
所型サービス A のみの施設形態であり、京都市内でも珍しい事例である。自宅
を開放しているゆえに、物的環境面において、転倒リスクの観点から階段の安
全基準を満たすことができず、2 階の利用が困難となり、1 階のみの利用になっ
た。また、開所時の他の課題として、相談員や機能訓練指導員の雇用採用も挙
がっていた。思案した結果、管理者 T 氏の人脈のもとに、同地区在住の方を雇
用することとなった。書類作成に至っては、京都市のホームページ上にある新
規事業の申請書類の詳細マニュアルを閲覧し作成するものの、管理者 T 氏のみ
で作成するには複雑であり、時間と労力が必要であった。
管理者 T 氏は申請にあたり何度も行政と話し合いを行い、申請書類作成の末、

2019 年カルチャー「遊」を開所に至る。既存の通所介護の利用開始では介護支
援専門員から紹介に至ることが多いが、当施設では管理者 T 氏を以前から知る
近隣の高齢者が利用に至ることや利用者からの評判で広がることもある。利用
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者の多くは徒歩圏内に居住しているため、利用者同士が顔見知りのことが多い。
そのため、利用者が近所の知人にカルチャー「遊」を紹介することや利用開始
後に疎遠になった知人と再会することもしばしばある。また、歩いて通え、自
宅のような門構えであり、活動内容は創作活動が中心であり、介護を受けてい
るという印象をもつ利用者は少ない。ある利用者は「送迎バスで迎えに来る通
所介護は近所の人に『介護が必要になった人』と噂されることがある。ここはそ
んな心配がない。」と、従来の通所介護と比較して述べていた。

3.3 活動状況
手探り状態で運用開始に至ったカルチャー「遊」の利用者定員は 6 名と少数
である。ほとんどの利用者は徒歩 15 分圏内に住んでおり、徒歩や自転車で来
所している（図 3）。表 3 はカルチャー「遊」で配布されるカレンダーである。活
動内容としては、囲碁、書字、手芸、絵手紙制作、健康麻雀などの活動があり、
月曜日から木曜日の 13:00 ～ 16:00 で実施されている。この活動内容から分か
るように、多様な余暇活動を提供しており運動教室ではない。
「知恵を出し合い、
共に支え合い育むデイ」を理念に、利用者それぞれの経験や強みを引き出すこ
とに主眼が置かれている。そのため、これらの活動は利用者の声から上がった

図3

歩いて帰る利用者
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活動であり、利用者の興味関心に合わせて活動を固定せずに、流動的にしてい
る。特筆すべきは、食事、入浴、排泄といった「3 大介護」や筋力の増強、痛み
の軽減を目的とした運動教室でないことである。当施設は利用者が興味関心の
ある活動に参加することを主目的としている。
表3

カルチャー「遊」の活動カレンダー

4．活動の様子

4.1 通常活動の日
筆者が訪れた 2020 年 7 月下旬の手芸の日、利用者 4 名と女性ボランティア講
師（50 歳代）が参加していた。床に座りながら、古着で草履を編む活動を行っ
ていた。工程としては、自宅から古着を持ってきて裁断する。自身もしくは渡
す相手を想定しながら、足のサイズを確認し枠組みを作成する。古着を枠組み
に編み、縫い目に注意しながら布草履を作っていく。初めて行う筆者が四苦八
苦しながら作成する傍らで、熟練者のような手つきで作成する利用者もいた。
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そのため、ボランティア講師が主導で行っている様子はなく、利用者同士で教
え合いながら活動を進めていた。
「世帯をもって出ていった息子のシャツ、た
くさん持ってきたから使ってよ。」と生地が足りなくなった利用者を助ける場面
や工程を確認し合う場面も頻繁にあった。作成中は、「疎開した先で、藁草履
を編まされたことがあったよ。」
「私は藁草履だけじゃなかったわね。昔、麦で
指輪やら鳥かごやら編んだわ。もう 75 年も前になるわね。」
「あの時、戦争のこ
とはよく分からなかったけど、編み物しているときは楽しかったわ。」と、当時、
学童期であった自身の視点から、戦中戦後の語りもあった。

図4

草履作りの様子

また、隔週の木曜日には健康麻雀が定例で行われている。筆者が訪問した

2020 年 10 月上旬、利用者 5 名と男性ボランティア講師 2 名（80 歳代）が参加
していた。利用者からは頭も使い、駆け引きを楽しめると、好評な活動であ
る。カルチャー「遊」の月間予定に新たな活動が加わるときは、利用者の何気
ない一言で始まることが多い。健康麻雀も利用者の発言から始まった。6 月上旬、
ある女性利用者は管理者 T 氏に「よく食事に行く仲間から麻雀のお誘いがある
のよ。今まで麻雀を断っていたから、できるところを見せて驚かせたいのよ。」
と会話を繰り広げていた。その後、管理者 T 氏はコロナの感染症対策をしたう
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えで、麻雀台を施設の一角に設置した。健康麻雀の日が始まった 7 月は、近隣
在住のボランティア講師に教えてもらいながら参加する未経験の利用者もいた。
回を重ねるごとにやり方を覚え、今では利用者同士で役牌を確認し合えている。
筆者が参加したこの日、初めて健康麻雀に参加する男性利用者 B 氏がいた。B
氏は麻雀の経験があるものの、軽度認知障害を呈している。症状の悪化を心配
した妻が、管理者 T 氏に相談したことにより、夫婦揃って参加に至った。参加
した B 氏の麻雀の腕前は、他の男性利用者と引けを取ることなく、「自営業を
しているとき取引先と麻雀をよくしていたから、今日は勝つことができた。
」と
嬉しそうに筆者に語ってくれた。

図5

冗談が飛び交う健康麻雀

4.2 地域と繋がるイベント活動
2020 年はコロナ禍にあり多くのイベントが中止となった。同様に、同地区
の伝統行事「地蔵盆」も中止に至った。地蔵盆は子どもの健やかな成長を願って
お地蔵様を供養する行事である。同地区の地蔵盆は古くから毎年夏に行われて
おり、地域の人びとが世代を超えて集う交流の機会となっている。当日は、子
どもへのお菓子配りやバーベキューが催され、現代的なお祭りという形で展開
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されており、子どもたちのお楽しみ会という意味合いも含んでいる。今年は地
蔵盆が開催されないという知らせを聞いた C 氏をはじめ利用者らは、管理者 T
氏と話し合い、自分たちに何ができるかを考えた。結果として、地域に住む 48
名の児童に対して、マスクと巾着を手作りで作成した。性別、サイズ、柄と種
類を分けて、マスクと巾着を利用者が手分けして作成することとなった。8 月

18 日、地蔵盆の前日に出来上がった品は、感染症予防のために、殺菌消毒を
行い一つずつ袋詰めし、自治会長を通して児童に手渡された。期限に間に合い、
利用者らは一様に安心した様子であった。

図6

近隣児童のためのマスク作製

また、8 月は特別イベントとして、「親子の裁縫教室」が 2 回開催された。コ
ロナ禍のため小中学校が休校されていくなか、不憫に思った裁縫が得意な利用
者と管理者 T 氏が企画に至った。講師役となった C 氏や D 氏は、裁縫の経験が
少ない小学生 3 名と中学生 1 名に対して、指導することとなった。児童らがそ
れぞれ持参した生地から、ランチョンマットやハンカチを作成することとなっ
た。児童 2 名に利用者 1 名が対応し、なみ縫い・まつり縫い・返し縫いなどの基
本的なやり方を丁寧に教えていった。活動中は、
「知らない間に大きくなったね。
もう部活を始めたの。」と参加した中学生を懐かしむような発言が利用者からあ
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り、和やかな雰囲気で行われた。
「家庭科でどんなことやったことあるの？」
「夏
休みの宿題は終わったの？」と利用者が小学生に尋ねると、出来上がった作品
を夏休みの工作として宿題提出する旨を利用者に伝え、「じゃあ、あんまり手
伝ったら出来が良すぎるから、自分らで最後まで縫わなあかんね。」と冗談で児
童を諭す場面は印象的であった。完成したランチョンマットを眺め、「コロナ
で給食がないけど、始まったらこれ持っていく。
」と笑顔で児童が利用者に答え
る場面もあった。

図7

近隣児童と共に取り組む裁縫

4.3 利用者同士が生み出す相互扶助
上記のような定期的に予定された活動や不定期に行われるイベント活動以外
に、利用者間で自然に行っている相互扶助も見られた。
例えば、書字の日に参加していた日本書芸院会員の利用者 E 氏は、他の利用
者の添削を積極的に行っていた。また、参加利用者のうち C 氏は、E 氏に触発
され書字の日に参加を続けている。C 氏は 50 歳代で脳卒中により言語障害と
右半身に麻痺を患っていた。しかし、日本総合書芸院の級位検定試験を 10 級
から始め、現在 1 級に向けて E 氏の指導のもと邁進している。書字の活動時の
助け合い以外にも、携帯電話の SNS アプリの操作方法について、他の利用者が

222 未来共生学 第 8 号（2021）

C 氏に説明することや利用者同士で教え合うことも頻回に見られた。
「また連絡
するね。今度、写真送るわ。」といった声掛けがあり、カルチャー「遊」の外で
も繋がりを保っていることが分かった。

図8

習字の活動における教え合いの様子

さらに、日常生活面での利用者同士の支え合いが生まれていた。例とし
て、面識がなかった近隣在住の利用者同士が、カルチャー「遊」の活動を通し
てさらに面識をもつ機会となっている。近所を散歩しているときや買い物のと
き、互いに挨拶や世間話などの掛け合いが生まれていた。また、重度の身体障
害を呈している息子の介護に追われている利用者 F 氏に対し、顔なじみの利用
者から「息子さん、調子どう？

まだまだ暑いんやから、あんたも無理したら

あかんで。」と F 氏の個人背景を理解し、配慮をすることもあった。コロナ禍で
外出ができなく心身共に疲労していた利用者を食事に誘う利用者もおり、カル
チャー「遊」の外で行動を共にする利用者もいた。このように、カルチャー「遊」
の活動を基盤として、サービスの枠外へと発展していく様子も見受けられた。
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5．多様な活動の混在

5.1 カルチャー「遊」活動形態の分析
上記のように、カルチャー「遊」におけるフィールド調査で観察された多様
な活動を、3 つのステークホルダーからの視点に分けて整理したのが表 4 である。
行政、カルチャー「遊」の施設スタッフ、そして利用者のそれぞれの主体の視
点から比較することで、利用者にとっての総合事業がどのようなものだったの
か、どのような目的が意図され、どのような影響があったのかを分析する。
表4

1. ＜行政＞

各ステークホルダーの目的と実践

目的・目指すもの

実践の内容・実情

⚫介護予防
⚫介護費の削減
⚫多様な実施主体の参加

⚫市町村が主導
⚫総合事業の制度体制に困惑
⚫実施主体が限定的

⚫歩いて通える場所
2. カルチャー「遊」 ⚫利用者の活動が主体
＜運営者＞
⚫利用者が知恵や経験を出し ⚫日程や物品、場、活動の管理
⚫利 用者間の交流や活動の後方サ
合う
ポート
⚫経験を活かせる場
⚫活動と談話
3. カルチャー「遊」 ⚫他の利用者に会う
＜利用者＞
⚫自分が取り組みたい活動を ⚫利用者同士の支え合い
⚫住民と交流（教える、場を共有）
行う
⚫個人の経験を他者に活かす

まず、行政が目的としたものは、介護予防と介護費の削減である。そのため
の実施主体として、専門職種以外の NPO やボランティアといった団体が想定
されていた。しかし、実施の運営状況は市町村によって大きく異なっていた。

2017 年から実施開始している京都市では、通所型サービス A をはじめ総合事
業を行っているが、主たる実施主体は医療法人、社会福祉法人、株式会社であり、
既存の医療福祉基盤となっている。そのため、カルチャー「遊」のような、個
人が実施主体となっていくのは非常に珍しい事例と言える。通所型サービス A
は通所介護の事業所に併設されていることが多く、その場合は施設設備や人員
の補填が行いやすい。しかし、個人が開所した当施設では、バリアフリーなど
の安全対策や敷地面積、人員配置に関する設置基準を満たすことや重要事項説
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明書を含む複雑な申請書類を作成することは大きな課題であった。総合事業が
目指すものは、多様な実施主体の参加であり、個人や高齢者サロンが参画しや
すい位置づけでなくてはならない。
では、通所型サービス A の特徴である「多様なサービス」とは何だろうか。カ
ルチャー「遊」の主な活動は手芸や書字、健康麻雀などのレクリエーション活
動である。いわゆる運動などの画一的な身体機能訓練に比重を置かない活動と
なっている。その理由として、活動は利用者の経験や特技もしくは興味関心に
即していることが重要であると、管理者 T 氏は説明している。すなわち、利用
者の経験や特技、興味関心に焦点を当てた活動が、参加意欲となり、自発的か
つ継続的な活動へと繋がっていくのである。例えば、ある利用者の興味関心を
確認したところ、囲碁に興味があった。しかし、大腸癌のため排便機能が低下
しストーマをつけて生活をしていたために、地域の囲碁教室は行きにくいとい
う利用者の思いを確認し、当施設で囲碁の導入に至った。また、必ずしも、そ
の活動に長けている利用者のみが参加しているのではなく、未経験の利用者か
らの声で始まる活動もある。やってみたかったが育児や仕事、家族の介護、も
しくは自身の身体機能面の低下で行えなかった利用者もいる。その一例が健康
麻雀である。
「亡くなった夫が、麻雀を同僚や近所の人と家でやっていたのよ。私はそ
の接待に追われてね。皆が帰った後、夫とよくケンカしたわ。麻雀は悪い
印象しかなくてね。どうして、夫が熱中するのか知りたくなったのよ。」
と言う会話から始まるように、カルチャー「遊」の活動は利用者の興味関心に
依拠している。このような自身の興味関心から始まる活動があり、同じ興味関
心がある利用者同士の談話が生まれる。画一的な運動教室とは異なり、利用者
が興味関心のある活動を行い、利用者同士の関係性が育まれ、利用者も含めて
サービスの担い手となることが、「多様なサービス」の実践として捉えることが
できる。そして、利用者らは介護予防という意識よりも取り組みたい活動をす
るという認識が強い。徒歩圏内にあるカルチャー「遊」で形成された人間関係は、
施設外で声を掛けたり、SNS アプリを用いて連絡をしたり、外食へ出かけたり
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と、施設を起点に関係が生まれていた。

5.2 地域にある資源に意味づけをする
総合事業の大きな位置づけとして、専門職種に依存しない資源の活用が着目
されている。近年、社会資源の活用の重要性を強調している研究は多く、その
範疇は制度や機関のみではない。個人や集団が有する知識、技術、経験といっ
た内的資源にも力点が置かれ、問題解決を共に取り組む利用者にも焦点が当て
られている（狭間 2008; 福富 2006）。本研究において具体的な事例をもとに利
用者が社会資源になっている点を確認していきたい。裁縫を得意とする D 氏に、
親子の裁縫教室後に筆者がインタビューを行うと、以下のように語ってくれた。
「私の家族は、満州からの引き上げ組でね。あんまり貧しいから、私は幼
い時、叔母家族で育てられたのよ。一緒に暮らすようになっても貧しくて、
食べてるものや勉強用品がみすぼらしくて、学校ではいじめられたわ。で
も、両親が一生懸命に仕事をしてくれて、長女やった私も、妹の二人を支
えなアカン思って頑張ったわ。母は夜な夜な手芸で仕事もやってて、その
時に裁縫に興味もってな。中学校の時には、父の誕生日にコートを作って
渡したわ。あの時は、女児でもたくましくないと生きていけなかったから
ね。
」
と述べており、D 氏が手芸や裁縫を体得した背景にある戦後の家族生活を通し
て話してくれた。利用者それぞれの経験を活かしていきたいという管理者 T 氏
の意向に一致しているのである。先行研究では、地域の高齢者の強みを活かし、
地域の介護予防につなげた実践事例もある（塚越 2011）。カルチャー「遊」の施
設内の言動から、利用者の経験や強みを把握していく過程が重要である。また、
書字の日に参加していた利用者 E 氏は、他の利用者の作品を嬉々として添削し
ていた。活動後に筆者がインタビューすると、以下のように語ってくれた。
「子どもに恵まれず、40 歳代で夫が他界してね。その後、生活していくた
めに証券会社で勤めたのよ。高度成長期で女性が男性と同等に働くことは
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大変でね。同僚からの風当たりも厳しかったわ。ちょうど、そのころ舅の
介護も重なってね。結局、私うつ病になったの。気分転換に始めたのが、
もともと興味があった書字だったのよ。その延長で、定年後は自宅で書字
教室を開いてね。よく小学生や近所の同世代を教えていたの。よくお茶会
もしてたのよ。でも、70 歳で心臓の病気になって教室を閉めたの。まさか、
ここ（カルチャー「遊」）でやれるとは思ってなかったわ。」
と、述べており、カルチャー「遊」で書字の講師という新たな役割をもち、他
の利用者を支えることとなっていた。このように、既存の人的資源を見返し、
サービス内における担い手となる利用者を見つけて意味づけをしていくことが
重要なのである。嶋﨑（2017）は、生活圏内に活動ができ誇れる場所があるこ
との重要性を述べている。利用者は、自身の得手とする活動で役割をもつとい
う成功体験を得ながら、他の利用者にとっての社会資源となっている。D 氏や

E 氏らは活動を通して、他者と交流することで誇れる場所へと認識が変化して
いったと推察する。
一方で、D 氏や E 氏のような特技をもっていない利用者でも、社会資源にな
り得ることを忘れてはならない。例えば、健康麻雀中に冗談を言って場を和ま
せ緊張感を解く利用者もいる。また、家族介護に疲労する F 氏に気遣い近況を
尋ね、寄り添う利用者もいる。顔なじみということや同地域に住むということ
で、共通話題は非常に多い。また、知識や技能のみならず性格特性に着目する
ことで、カルチャー「遊」の潤滑油となっている人的資源も多いことも特徴的
である。福祉分野の視点から、藤井（2008）は当事者概念を「利用者は法制度や
サービスに規定されるが、当事者は自分の生きづらさを起点としている。」と整
理している。さらに、岩川（2016）は藤井の議論を発展させ、要援助者を利用者
から当事者と位置づけることによって、援助対象者から社会変革者へと変化し
ていくことを述べている。カルチャー「遊」のサービスを受益するだけの利用
者から地域や他者の課題を共に解決する当事者になっているのである。

5.3 総合事業が生み出すインフォーマルな関係
管理者 T 氏が述べていたように、カルチャー「遊」は、人と人が繋がる場所
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であり、利用者の経験や特技を活かせる場所として運営されていた。そして、
多様な主体によるサービス提供として、利用者自身が参画できるようになって
いたのである。施設の在り方について、カルチャー「遊」の管理者 T 氏は述べ
ている。
「利用者の皆さんの知恵や経験、能力を大事にし、利用者の皆さんが地域
と繋がっていけるために施設の環境を整えておく。そして、高齢ゆえにで
きないことが増え始める前に、一緒に伴走できる施設でありたい。そうす
ると、利用者が自身の状態を受入れる。」
つまり、利用者間の活動と関係性を重視し、必要に応じて介護の助言を行う
ことを徹底しているのである。厚生労働省の報告によると、総合事業は地域づ
くりを強調しており、
「インフォーマルサポート」の重要性を述べている（厚生
労働省 2017）。インフォーマルサポートとは地域住民の助け合いであり、横の
関係と捉えることができる。しかし、既存の通所型サービスの形態は、施設ス
タッフと利用者という関係を取ることが多く、利用者間の関係性に着目するこ
とが少ない。その主たる理由は数値評価の難しさである。運動を主活動として
いる通所型サービスの数値評価は行いやすく、施設内の活動を管理しやすい。
しかし、そこには施設スタッフと利用者という縦の関係が生まれやすく、利
用者間の関係であるインフォーマルサポートが生まれにくい。佐藤（2015）は、
近隣関係が希薄なため、「支え支えられる」関係を意図的に作っていく必要性を
述べている。利用者にとって徒歩圏内にあるカルチャー「遊」で関係性を育み、
生活をしている利用者が社会的孤立を防ぐ役割も担っているのである。つまり、
総合事業というフォーマルサービスの中の利用者同士のインフォーマルサポー
トという視点が肝要である。
本研究ではカルチャー「遊」という一つの事例をもとに、通所サービスがど
のように地域で実践されているか、利用者の視点からその実態を明らかにし
た。一方で、総合事業の仕組み作りの主体である市町村、地域包括支援センター
などの行政からの状況の把握については未実施であり、本研究の限界といえる。
また、コミュニティカフェや高齢者サロンなどの既存システムの差異も検討課
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題であり、今後も継続的な研究が必要である。
謝辞
最後に、本研究は、カルチャー「遊」の管理者、スタッフ、ボランティア、そして
利用者の皆様に多大な協力を得て実施しました。いつも暖かく迎え入れていただき、
活動に参加できたことを感謝しております。また、フィールドワークおよび執筆に際
して、適切な指導を賜った木村友美講師に感謝いたします。この場を借りてお礼申し
上げます。

参照文献
有光一樹、金久 雅史、光内梨佐、市村彰浩、坂口彰、橋本桂、海治あゆ

2020 「運動機能と口腔機能との関連について 介護予防事業を展開する通所型サービス C
において」
『地域リハビリテーション』15(3): 190-194。
岩川幸治

2016 「地域住民同士の顔の見える関係とは何か―地域における『新たな支え合い』から―」
『ソシオロジカ』40(1/2): 3-20。
岡田進一

2008 「地域資産を活用した在宅ケアの今後の方向性」
『日本老年医学会雑誌』45(1): 46-47。
佐藤陽

2015 「高齢者が相互に支え合う意義 - 要援護高齢者の力を活かす場づくり -『
」十文字学園女
子大学紀要』46(1): 53-65。
佐藤浩之

2019 「介護保険制度改革の変革と持続可能な制度実現への取り組み―経済政策的視点から
の分析―」
『横浜商大論集』37-58。
志賀文哉

2016 「カフェ型活動の展開と課題」
『とやま発達福祉学年報』7：41-46。
嶋﨑今日子、中尾友香、廣瀬絵理奈

2017 「介護予防活動支援事業に参加する高齢者のストレングス」
『 高知女子大学看護』43
（1）:161-168。
島崎謙治

2017 「医療・介護費用の増加と対応策」
『日本福祉大学社会福祉論集』136（3）:167-175。
田栄富

2019 「介護業界における営利企業の実態と経済特性」
『 久留米大学経済社会研究』59（4)：

229

41-59。
高橋沙耶香、友澤祐樹

2020 「今治市波方町の通所型サービスA(機能向上型通所サービス)の紹介とOTの取り組み」
『愛媛県作業療法士会誌』24：16-21。
塚越弥生

2011 「前橋市における介護予防サポーター活動」
『Journal of Japan Academy of Gerontological
Nursing』15（2）:18-21。
狭間香代子

2003 『現代社会福祉辞典』有斐閣。
林美枝子、永田志津子

2019 「介護予防・日常生活支援総合事業実施状況と課題の分析」
『日本医療大学紀要』5:5770。
福富昌城

2006 「ケアプランニングとサービス調整」日本地域福祉学会編『新版・地域福祉辞典』中央
法規出版社：420-421。
藤井博志

2008 「住民と地域福祉」牧里毎治、山本隆編『住民主体の地域福祉論―理論と実践』法律文
化社：99-111。
藤崎宏子

2009 「介護保険制度と介護の『社会化』
『再家族化』
『福祉社会学研究』6：41-57。
」
丸山潤、石田真二、廣井鶴輝、近藤まなみ

2020 「総合事業通所型サービス C における運動介入の効果」
『新潟県厚生連医誌』29（1）:1418。
森川美絵

2019 「地域包括ケアシステムにおける住民主体・互助としての生活支援」
『福祉社会学研究』
99-116。
森常人

2014 「『ふれあい・いきいきサロン』の参加者評価の分析 に関する一考察」
『関西外国語大学
論文集』100：257-270。
森山治

2017 「家族介護制度についての一考察」
『実践と研究』16：1-11。
西京区・洛西地域の新たな活性化懇談会

2016 「 西 京 区・洛 西 地 域 の 新 た な 活 性 化 ビ ジ ョ ン 」https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/
cmsﬁles/contents/0000214/214627/vision.pdf（2020/12/17 アクセス）

230 未来共生学 第 8 号（2021）

京都市総合企画局情報化推進室

2020 「京都市の高齢者人口」https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/Publish/Analysis/
News/118Elderly2020.pdf （2020/10/17 アクセス）
厚生労働省

2019 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する
調 査 研 究 令 和 2 年 版 」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000644605.pdf
（2020/10/17 アクセス）
2015 「平成 27 年度老人保健健康増進等事業 地域支援事業の新しい総合事業の市町村
による円滑な実施に向けた調査研究業』
」https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/
houkatsu_02_01_h27.pdf（2020/10/17 アクセス）

231

RESEARCH NOTE

Activities of Users and Social Resources in
Comprehensive Program for Nursing Care
Prevention and Support Service for Daily Living
Akira TERAMURA
Abstract

Nursing Insurance has been in operation for 20 years now. It has been five years
since the Comprehensive program for nursing care prevention and support service for daily
living began. The background to this is the prevention of long-term care and the reduction of
long-term care costs. It was expected that a variety of management entities would participate
in the program. However, most of the governing entities are medical corporations, social
welfare corporations, and joint stock companies. The purpose of this study is to clarify the
actual situation of day-care service. In particular, I focused on the activities and relationships
of elderly people who use the day-care service, which have not been clarified in the past. As a
result, the main activities included Go, calligraphy, handicrafts, and healthy mahjong, which
met the interests of the elderly. During the activities, the elderly people who used the facility
helped each other and interacted with local residents. They also kept in touch with each
other outside the facility and sometimes went out. There were two major considerations. It
was important for the users themselves to play a role by utilizing their experiences and skills,
and to be positioned as a new social resource. Secondly, it was essential for the comprehensive
program to focus on "informal support created by formal services".

Keywords : Day-service center, community resources, and informal support
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研究ノート

私立大学 A における留学生の防災力
に関する研究
日本人学生と比較して

高 誉文
要旨
2019 年に日本における留学生は約 30 万人になり、過去
最高の人数に達した。留学生は災害発生時に要援護者になる
可能性が高いことが指摘されている。したがって、災害によ
る留学生への影響を軽減することは社会にとって非常に重要
な課題である。
本稿では関西にある私立大学 A の留学生を対象として仮
説検証法を用いて実施したアンケート調査の結果を分析し、
彼らの防災力についての問題点を導出することを目的とし
た。また、留学生には日本人と異なる対策が必要であると考
えられるため、同様のアンケート調査を日本人学生にも実施
し結果の比較を行った。分析の結果、防災教育と避難訓練を
受けた留学生は日本人より少なく、正しい地震の知識をもっ
ている留学生も少なかった。また、留学生は日本人学生と比
べて防災対策の実施率や地震発生後の行動の理解度が低く、
適切な行動を取ることができないことも明らかとなった。し
たがって、留学生に対する防災教育と避難訓練の重要性が明
らかとなった。その調査結果を踏まえて、今後の留学生に対
する防災力向上に向けた政策を提案する。
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1．はじめに
グローバル化の進展により日本における在留外国人数は、2009 年、2010 年
は 2 年連続で減少しているものの、長期的には増加傾向にある。2019 年 6 月現
在で日本における在留外国人数は約 283 万人に達し過去最高となっている（法
務省 2019）。災害は既存の社会の課題と脆弱性を顕在化させる。外国人は、言
語や習慣・文化などの違いから災害やその対応に関する情報収集が難しいため
災害時要援護者になる可能性が高い（総務省 2006）。また、多文化社会化の進
む日本は、災害大国でもあることから、対策の必要性が指摘されている。以上
から、災害時における外国人住民の被害を最小限に抑えるための対策は緊急の
課題となっている。
現在、日本政府は文科省などを中心に「留学生 30 万人計画」を進めており、

2019 年時点ではその人数が約 30 万人に達している（日本学生支援機構 2019）。
2018 年 6 月 18 日、大阪府北部を震源とするマグニチュード 6.1 の地震が発生し
た。気象庁が 1923 年に観測を開始して以来、大阪府で震度 6 弱以上の揺れを
観測したのは初めてである（気象庁 2018）。多くの留学生がこの規模の地震を
初めて経験し、混乱した。留学生が被災者になる可能性も十分考えられるため、
留学生の増加で国際化が進む大学と日本社会において、災害に対する向き合い
方を考えることは大切な課題である。
本研究では関西の私立大学 A の留学生を調査対象として、彼らの地震に関す
る意識や知識、「自助」の対策、また大阪府北部地震を事例に地震発生時におけ
る防災行動からその問題点を洗い出すことで今後の外国人留学生に関わる防災
対策を提案する。
なお、研究の方法は関連文献・資料の収集・分析、留学生と日本人学生への
アンケート調査により行う。

2．先行研究
本研究では、災害時に自分の身を自分で守れることが最重要であるという考
えから「自助」に着目して調査を実施し、個人レベルでの防災力を探ることを目
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的とする。日本では、防災力という概念が広く用いられているが、明確な定義
は定まっていないと考えられる。防災力とは一般的に、被害の発生を前提とし
てその拡大防止や抑止を行う能力を指している（永松他 2009）。本研究では地
震防災力に着目し、これまでに研究されてきた個人の防災力に関する指標を参
考にするとともに、先に述べた「自助」の概念を踏まえて防災力を防災意識、防
災対策、防災知識および災害後の行動に分けて検討する。個人レベルでの「防
災力」を「防災意識の有無、適切な避難行動の知識および防災対策の有無を含
めた、災害時に自分の身を守るための適切な能力」という意味として使用する。

2000 年から 2009 年にかけて日本付近で発生したマグニチュード 5.0 以上の地
震は全世界における同様の規模の地震の 10% を占めており、マグニチュード 6.0
以上の地震については、その 20％が日本周辺で発生している。また、いつ起こっ
てもおかしくないと言われている南海トラフ地震への懸念も大きく、対策の必
要性が指摘されている（内閣府 2013）。したがって、本研究における防災力と
は地震にする防災力に限定して議論を行う。
在日外国人や留学生の防災知識・対策に関する研究は近年増加している。そ
うした研究の中で、震災時においては外国人が情報弱者となる危険性が常に指
摘されている。
阪神大震災後に調査を行った加賀美（1997: 149-162）は、日本語運用能力に
おいて中上級者は日本語ができるから大丈夫だという憶測から情報提供の網の
目から漏れていた可能性があることを指摘し、日本語ができる学生ほどケア
が必要な場合もあることを指摘している。マイヤール・横山（2005: 26-34）は、

2004 年の新潟県中越地震で被災した 240 人の外国人を対象にアンケート調査
を行い、多言語による情報伝達の必要性、外国人にもやさしい日本語の必要性
など、震災時の効果的な情報伝達について論じた。米倉（2012: 62-75）は、600
人の在住外国人に聞き取りを行い、日本語能力と震災後の情報入手の関係につ
いて外国人を情報弱者たらしめる要因が日本語力以外にも考えられる可能性を
示している。近藤・平山（2018: 23-30）は熊本地震の際の留学生の情報取得行動
についての調査から、外国人留学生を「情報弱者」とみなすこれまでの視点を見
直し、外国人留学生の主体性を引き出すことで災害時の情報支援体制を構築し
ていくことが求められると述べているが、日本語能力以外の原因は探究されな
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かった。また、防災対策などに関する研究はこれまでにも行われており、岸良・
松行（2016: 204-210）は横浜国立大学の留学生について、災害発生時の行動の
理解度は日本人学生より低いが、防災対策の実施率は日本人学生より高いこと
を示唆している。
以上の先行研究から、地震発生時に避難行動を主体的にできない留学生が
多くいることから、留学生の自助能力の育成が必要であると考えられる。また、
外国人を情報弱者たらしめる要因が日本語能力以外にも考えられる可能性があ
るが、既存の先行研究では日本語能力以外に留学生の防災力を高める要因につ
いて述べている論文はあまり見られない。留学生に対しては日本人学生とは異
なる対策が必要であると考えられるが、日本人学生と比べてどのような違いが
あるのかについて述べている論文も少ない。また、既存の論文では、防災知識
や防災対策に関する留学生と日本人との比較が中心であり、留学生の防災意識
の高低に着目し、防災知識や防災対策、地震後の行動を比較した総合的な研究
はまだ行われていない。そのため、本調査報告では以上の先行研究の課題を踏
まえ、大阪北部地震発生時における大阪の私立大学を例に、日本人学生との比
較を通じて、日本語能力を含む留学生の防災力に影響する要因を検討する。

3．研究の概要

3.1 研究対象者
日本にいる留学生は膨大な数であるため、現段階の条件ではすべての留学生
の状況を分析することはできない。そのため、本研究では大阪府にある私立大
学 A のキャンパス B を事例にして、留学生の防災力を検討する。以下に私立大
学 A のキャンパス B（以下、キャンパス B と略称する）を選定した理由を述べる。
私立大学 A は 2014 年に日本スーパーグローバル大学に選ばれており、国際化
のレベルは高く留学生の受け入れ数も多い。2014 年度は 1,400 人を超える留学
生を受け入れたが、2023 年までにその人数を 4,500 人に増やすことを目標とし
ている（羽谷 2014）。しかし、今後発生するとされている南海トラフ地震の震
源地は、今回調査を行ったキャンパス B が位置する北摂地域から非常に近い地
域になることが予想されている。また、過去には 2018 年 6 月 18 日に大阪府北
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部を震源とするマグニチュード 6.1 の地震があり、大阪府茨木市などで震度 6
弱の揺れを観測しており（防災科学技術研究所 2018）、キャンパス B は大阪北
部地震の震源に近いことから大きな影響を受けた。大阪北部地震の発生時、４
月の入学に合わせて来日した留学生には生活基盤の整っていない者も多かった。
キャンパスへ隣接する地域に居住している留学生も多く、大阪北部地震はキャ
ンパス B の留学生に多大な影響を及ぼした。

3.2 本研究の目的と研究仮説
本研究では、キャンパス B の留学生を対象として防災力について調査する。
本研究では 2 つの目的を設定している。第一に、留学生の防災力を明らかにす
ること。これは、日本語や日本文化の壁があるため、留学生は災害時に要援護
者となる可能性が高く、日本人とは異なる対策が必要だと考えられるためであ
る。そのため、留学生と日本人学生の比較調査を行う。第二に、今後の外国人
留学生のための防災対策を提案する。統計的な手法を利用してデータを分析し、
留学生のためにどのような対策が必要であるのかを指摘する。
本研究は仮説検証法を用いて留学生の防災力を把握する。防災力、防災教育、
地震に対する知識や行動について調査するために、留学生と日本人学生を比較
し、表 1 のように 3 つの理論仮説と理論仮説 1 に対応する作業仮説を設定し検
証を行った。
表1

本研究の仮説

理論仮説１ 留学生は日本人学生と比べて、防災教育と避難訓練の経験、防災力（地震
の知識、防災対策、防災意識、地震後の行動）に大きな差がある。
作業仮説 i

防災教育と避難訓練を受けた留学生は日本人より少ない。

作業仮説 ii

地震に対する正しい知識をもっている留学生は少ない。

作業仮説 iii 留学生は日本人学生と比べて、防災対策の実施率が低い。
作業仮説 iv 留学生は日本人学生と比べて地震発生後の行動に関する理解度が低く、適
切な行動を取っていなかった。
作業仮説 v

日本人学生は留学生よりも地震に不安を感じている。

理論仮説 2

防災教育と避難訓練を受けた学生は、防災教育と避難訓練を受けていない
学生と比べて防災対策、知識、震災直後の対応がより充実している。

理論仮説 3

留学生に防災教育を受けさせたり、避難訓練に参加させたりすることで、
留学生の防災力を高めることができる。
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4．留学生と日本人学生の防災教育と防災力の差

4.1 アンケート調査概要
本稿で使用する研究方法はキャンパス B の留学生と日本人学生へのオンライ
ンアンケート調査である。書面及びウェブによって回答を収集した。調査場所
は私立大学 A のキャンパス B である。ウェブ調査は Google 社のアンケート作成
サービス「Google フォーム」を用いて作成された。
「Google フォーム」を使用し
た理由は WeChat を利用して容易に配布することができるためである。今回の
調査では WeChat 送信したアンケートの QR コード画像を回答者が読み取るこ
とで回答できるようにした。調査では無作為による選択方法を用いて、キャン
パス B に在籍する 183 人の留学生と日本人学生から回答を得た。データの分析
をする際にはデータクリーニングを行い、設問の意図を正しく理解せず回答し
ているデータを排除した。それにより対象とみなされた数は 181 名（留学生 86
人、日本人学生 95 人）であった。平均年齢は 26（± .15）歳、女性は 95 人（52.4%）
であった。調査は 2019 年 2 月 25 日から 2019 年 5 月 17 日までの間に行われた。
研究対象者に対し、調査の目的と方法、研究参加の任意性、匿名性の保持、得
られたデータの利用範囲、および無記名自記式調査のため個人の特定は不可能
であり、調査用紙提出後の撤回はできない旨を紙面において説明した。本調査
は開始時に研究者が所属する施設の倫理審査委員会から承認を得ている。
アンケート質問項目案は島崎・尾関（2017）の防災意識尺度、岸良・松行（2016）
を基に作成された。その質問項目案を用いて留学生 10 人を対象にパイロット
テストを行い、日本語訳の適切性と質問紙としての正当性・信頼性を確認し
た。アンケートは全体で 23 問ある（付録）。留学生に対しては質問紙を両言語
（日本語と英語）で用意した。まず、対象者の特徴を把握するために、日本語能
力、防災教育と防災訓練を受けた経験などについて尋ねた。アンケートの内容
は、1 ～ 5 が個人属性（出身地、性別、年齢など）についての質問、6 ～ 8 が防
災意識についての質問、10 が防災対策を尋ねる質問、11 ～ 16 が地震に対する
知識の質問（地震に関する知識、地震発生時の行動に関する知識）、23 が地震
直後の行動についての質問であった。また、選択式のみならず、「地震発生時
において不安を感じる点」、「学校と行政から地震防災に関する重要な情報を入
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手したか」、「現在、行政と学校の防災の取り組みについて不足していると思わ
れる点や意見」、「地震発生直後に欲しかった情報は何か」を記述するための自
由記述欄もいくつか設けた。

4.2 留学生と日本人学生における防災教育と避難訓練を受けた経験の差
アンケートにおいては、防災意識、防災知識、防災対策、地震直後の行動に
関する質問項目について統計処理を行うために、全調査協力者の回答について
得点化を行った。防災意識については、前述のように 3 問ある。
「全くそう思わ
ない（1 点）」から「とてもそう思う（5 点）」までの 5 段階評価を採用したため、防
災意識の総得点は 3 ～ 15 点である。知識項目については、前述のように 6 問
ある。1 つの問題につき 2 点で得点付けし、各項目の得点を合計して知識得点
とした。知識の総得点は 0 ～ 12 点である。対策項目については、1 つの質問を
設けた。1 つの正解につき 1 点を付与し、各項目の得点を合計して対策得点と
したため、対策の総得点は 0 ～ 8 点である。地震直後の行動の項目については、

1 つの質問を設けた。1 つの正解につき 1 点を付与し、各項目の得点を合計して
対策得点としたため、地震直後の行動の総得点は 0 ～ 3 点である。したがって、
各項目の点数が高いほど災害への不安が大きく、地震に対する知識、防災対策、
地震発生直後における適切な行動が充実したり実施されたりしていることを意
味している。
質問紙を回収後、SPSS Statistics ver25 を用いて数量的に解析した。分析方法
として、（1）基本統計量算出、（2）t 検定という 2 つの方法を取り入れることに
より、キャンパス B の留学生を調査対象として、留学生の防災力を分析した。
以下では、まずはじめに作業仮説ⅰ「防災教育を受けた留学生は日本人より
少ない。」を検証する。調査によって、防災教育と避難訓練に参加した留学生は

57 人、調査した留学生の総数の 66.3% を占め、防災教育と避難訓練に参加し
た日本人学生は 88 人、調査した日本人学生全体の 92.7% を占めている。つまり、
本研究によって、防災教育と避難訓練を受けた留学生は日本人より少ないこと
になり、作業仮説ⅰは検証された。
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4.3 留学生と日本人学生における防災力の差
作業仮説ⅱは、地震に対する正しい知識をもっている留学生は少ないという
ものである。作業仮説 iii は、留学生は日本人学生と比べて、防災対策の実施率
が低いというものである。作業仮説 iv は、留学生は日本人学生と比較して、留
学生の地震発生後の行動に関する理解度が日本人学生より低く、適切な行動を
取っていなかったことである。作業仮説 v は、日本人学生は留学生と比較して、
地震に不安を感じているというものである。作業仮説を検証するために、地震
に対する知識、防災対策、地震発生後の行動の差、防災意識を t 検定にて算出
した。5% 水準で有意差がみられたものを表 2 に示す。
表 2 日本人と留学生における
防災知識、防災対策、地震発生後の行動と防災意識の差
学生のタイプ
防災知識
防災対策
地震発生後
の行動
防災意識
*p<.05

日本学生
留学生
合計
日本学生
留学生
合計
日本学生
留学生
合計
日本学生
留学生
合計

人数（N）
95
86
181
95
86
181
65
60
125
95
86
181

平均値
8.021
7.107

t値

p値

2.667

0.008*

3.221
2.395

3.117

0.002*

1.692
0.900

3.939

0.000*

3.174
4.028

6.050

0.000*

日本人学生の防災対策（p=0.002）、知識（p=0.000）、震災直後の対応（p=0.000）
の平均得点が留学生より高いということがわかった（p<0.05）。そのため、日本
人学生と比べて、正しい地震の知識をもっている留学生は少ないと言える。ま
た、留学生は日本人学生と比べて、防災対策の実施率が低いことがわかった。
そして、地震発生後の行動の理解度が低く、適切な行動を取っていなかったこ
ともわかった。これらの点から作業仮説ⅱ、iii、ⅳが検証できた。留学生のほ
うが日本人学生より地震に不安を感じていることになる。
以上のことから、防災教育と避難訓練を受けた留学生は日本人より少なく、
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正しい地震の知識をもっている留学生は少ないことが明らかとなった。また、
留学生は日本人学生と比べて、防災対策の実施率が低いことも明らかになった。
したがって、留学生の地震発生後の行動に関する理解度は日本人学生より低く、
適切な行動を取っていない可能性が指摘できよう。そこで、留学生に対して災
害対策の実行を促していくことが今後において必要であると考えられる。

5．留学生に関わる防災力向上に向けた提案

5.1 アンケート調査から見える防災教育と避難訓練の重要性
前述の目的 1 から、留学生の防災対策の実施率、防災知識、災害後の対応が
日本人より低いレベルにあることがわかった。また、防災教育と避難訓練を受
けた留学生が日本人より少ないこともわかった。そこで、防災教育と避難訓練
を受けた学生は防災教育と避難訓練を受けていない学生より、防災対策、知識、
震災直後の対応がより充実しているという仮説を提示する。理論仮説 2 を検証
するため、地震に対する知識、防災対策、震災直後の対応の差を t 検定によっ
て算出した。
表 3 日本で防災教育を受けた学生と
防災教育を受けていない学生の防災力の差
学生のタイプ

受けた学生
受けていない
防災対策の差
学生
合計
受けた学生
受けていない
防災知識の差
学生
合計
受けた学生
地震発生後の 受けていない
学生
行動の差
合計

*p<.05

人数（N）

平均値

t値

p値

37

1.784

-4.077

0.000*

181
144

7.993

37

6.003

-4.891

0.000*

181
100

1.520

25

0.480

-4.167

0.000*

144

3.097

125

検定の結果（表 3）、防災教育と避難訓練を受けた学生はそれらを受けていな
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い学生と比べ、防災対策（p=0.000）、防災知識（p=0.000）、震災直後の対応の
得点（p=0.000）がより有意に高い得点を示した（p<0.05）。つまり防災教育と避
難訓練を受けた学生は防災対策、知識、震災直後の対応がより充実していると
言える。ここから防災教育と避難訓練の重要性が明らかとなった。

5.2 日本で避難訓練や防災教育を受けた留学生と日本人学生の防災力における差
以上の検定結果により、留学生に防災教育と避難訓練を受けさせることで、
留学生の防災力を向上させることができるのではないかと考えられる。理論仮
説 3 を検証するために、日本で避難訓練や防災教育を受けた日本人と留学生の
防災対策、防災知識、震災直後の対応における差について t 検定を行った。
表 4 日本で避難訓練や防災教育を受けた留学生と日本人学生
の防災対策、防災知識、防災震災直後の対応における差
学生のタイプ
防災知識の差
防災対策の差
地震発生後の行
動の差
*p<.05

日本人学生
留学生
合計
日本人学生
留学生
合計
日本人学生
留学生
合計

人数（N）
88
57
145
88
57
145
62
43
105

平均値
8.136
6.827

t値

p値

3.486

0.001*

2.852
2.579

0.892

0.380

1.403
0.954

2.019

0.046*

表 4 に示した検定結果を見ると、日本で避難訓練や防災教育を受けた日本人
学生と留学生の間で対策について有意差はみられなかった（p>0.05）。つまり、
日本で防災教育や防災訓練に参加すれば、充実した対策が実施されると言えよ
う。しかし、日本で避難訓練や防災教育を受けた日本人は留学生より防災知識
（p=0.001）、地震直後の対応の得点（p=0.046）においてより有意に高い得点を
示した。したがって、日本で避難訓練や防災教育を受けた日本人と留学生の間
には防災知識と地震発生後の行動に差が見られる（p<0.05）と言えよう。このよ
うに、防災知識の普及と震災直後に適切な行動を実施するための訓練の必要性
も今後の課題として見えてきた。
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5.3 留学生の避難訓練と防災教育の強化について提案
以上の検証結果により、留学生への防災知識の普及と震災直後に適切な行動
を実施するための訓練が重要であると言えよう。そこで以下では留学生の避難
訓練と防災教育の強化について、①避難訓練と防災教育を受けていない原因、
②避難訓練や防災教育への理解に与える影響、③これまでに実施された留学生
向けの避難訓練と防災教育の内容や形式における不足点とそれに対する提案と
いう 3 つの側面から検討する。
留学生自身から見ると、留学生は自助意識が低いため、自身と学校や行政と
の繋がりを意識していない。留学生へのアンケート調査では、Q20 の行政と学
校の防災の取り組みについて不足していると思われる点や意見を尋ねる質問で、
「情報の受取り手である学生が積極的に情報を入手しようとしていないのだと
思われる。」、「我々の世代が防災情報の元である地域のホームページなどに行
かないから」といった回答がみられた。2011 年 3 月 11 日の東日本大地震の時に
明らかとなった情報提供方法の弱点を背景に、東京外国語大学日本語教育セン
ターでは、日本人学生と留学生の地震ワークショップを実施している。その目
的は、学生同士の視点から地震対策について考える活動を通して防災意識を高
めることであった。そこでは留学生と日本人学生が同時に参加する勉強会を通
じ、教員と学生によって共同のマニュアルが作成された。このことによって留
学生・日本人学生のそれぞれが防災意識を高め、今後も自ら積極的に学び続け
る姿勢をもつきっかけになっていくと考えられることから、留学生の大部分か
らは肯定的な評価が寄せられた（東京外国語大学 2013）。
したがって、キャンパス B はこれらの方法を参考に在学の留学生をグループ
に分け、定期的に日本人学生と留学生とのワークショップを行う必要があると
言えよう。このようなワークショップを実施することで、留学生の反応や思い
がけない意見をくみ取りながら、臨機応変にグループ活動の方向性を調整する
ことで、日本人学生・留学生の双方の学び合いが促進できると考えられる。また、
今回のアンケート調査でも、留学生と日本人の防災力の差が顕著であり、情報
共有が強化されることで、留学生の防災力を高めることができると明らかに
なった。したがって、「主体的な当事者意識」を向上させるためには留学生の意
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見を聞きながら、学びのプロセスに重点を置いた防災教育を行い、留学生自身
を防災対策の策定に参画させる必要があると言えよう。
情報入手の限界については、実施したアンケート調査の結果から、学校や行
政から情報を得た留学生は少なく、得られる情報も限定されていることが明ら
かとなった。また、アンケートの自由記述部分では、学校や行政との繋がりを
強めるべきだと感じている学生が多いことも明らかとなった。したがって、日
常的に行政と学校との情報交換体制を築くと共に、情報弱者である留学生は被
災時には特別に扱われる必要があると言えよう。そのためには行政、学校、留
学生が連携する体制を日頃から構築しておくことが効果的であると考えられる。
次に、防災教育への内容の理解に影響を与える要因について提言を行う。ア
ンケート調査では、日本語能力について、研究レベルの日本語ができる人が
一番多かった。Q9 地震発生時の不安についての自由記述では、約半数の学生
が「言語の問題」を指摘した。現在キャンパス B では、日本語と英語が公用語
である。日本語と英語の対応が可能であれば大多数の学生にとって言語による
不安の縮小につながるといえる。一方、防災教育や訓練と災害直後に放送され
る非常アナウンスには、専門用語の日本語が用いられている。緊急時には平時
とは異なる心理的状態であることや、日常で使用しない専門用語などにより言
葉が通じないこともある。自由記述の中でも、「学校の不足している点」につ
いて、「I did not understand the information about the earthquake because I had

not learned the vocabulary regarding this topic.」といった意見（回答数 9 名）が見
られた。以上から、日本語能力の高い留学生であっても、専門用語の理解度が
低いことが明らかになった。そのため、専門用語については事前に日本語と各
言語の対応表を作成する必要があると考えらえる。また、アナウンスシナリオ
を作成する際には、日本語と英語両言語でわかりやすく伝える工夫をする必要
がある。災害後の対応の中で、わかりやすい日本語を研究し、使用することは
重要である。
「やさしい日本語」とは、外国人にわかりやすい日本語であり、災
害が起きた時に有効なことばとして考案されている。キャンパス B の非常アナ
ウンスのシナリオは、やさしい日本語の作成ルールにしたがって作成すること
が必要であると言えよう。
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6．対策枠組み
人間関係の面では、留学生は学校が行う交流活動に参加することが必要であ
る。そして、アンケートの「地震発生後にほしい情報」の回答で「友人の安否」が
上位（57%）となっているように、学生の父母だけでなく、その他学生の安否情
報を求めていることがわかった。そのため、学校に連絡を取る必要がある。学
校側は、普段の防災準備において、防災担当が日本人であれば留学生が本当に
必要とする対策について知らない点がある可能性もあり、座談会などの活動を
通じて留学生の意見を積極的に聞く必要があると言えよう。日本人学生と留学
生の地震ワークショップを行い、防災知識と対策の共有を行うことなどが具体
的な方策として考えられる。
防災教育の面では、「学校の不足している点」の自由記述の中で、「地震が及
ぼす影響や被害については、視覚的に知識を得る機会が少なかった」という回
答があった。そのため、キャンパス B は地震教育の DVD を用いて地震に関わ
る知識を提供する場を設けるべきであると考える。防災教育について、いまの
避難訓練は自主参加形式のため参加しない学生も多く、防災教育を受講必須科
目とすることが重要であろう。また、留学生の主体的な意識を高めるためにも、
学びのプロセスを重点に置いた防災教育を行い、留学生自身に関わる防災対策
の策定に参画させるべきである。留学生への防災教育の機会として、入学後に
行われるオリエンテーションの活用を提案したい。そして、アンケート調査に、
「今後は防災訓練する際に「心構え」の授業を取り入れると良いと考えられる。」
（回答数 5 名）との回答があることからも、キャンパス B で防災訓練を行う際に
は、「心構え」の授業を取り入れることや視覚的な情報の提供も必要である。ま
た、学校の避難訓練では場所を学校とするだけではなく、複数の場面で演習す
ることも必要である。そして、地震の二次災害に対しても適切な避難教育を行
うべきである。
言語の面では、留学生への事前防災対策については英語と日本語のメールや
多言語マニュアルなどを活用しつつ、防災訓練や防災教育を行う時や震災発生
後は、留学生の日本語能力に応じた、やさしい日本語を使用することが重要で
ある。また、地震発生時は緊急事態であり通常とは異なるため、専門的な日本
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語に対する反応が遅れる可能性が高い。英語基準の留学生の意見で、「English

announcement for foreigners」 と「Language barrier(use not only Japanese, use
English also)」
（回答数 8 名）という回答があったことから、地震発生時の英語と
やさしい日本語による非常時アナウンスの必要性が指摘できよう。
またアンケート調査の回答には「学生にビラを配る、または掲示板に掲載し
てほしい。
」
（ 回答数 5 名）、「もっと広告やポスターで宣伝すべきである。」
（回
答数 7 名）という意見があった。広告やポスター以外にも、学校のメールを
利用したり、パンフレットを留学生の家に送ったりすることもできる。また、
「Important instructions in a 1 page pamphlets or brochures.」
（回答数 2 名）という
意見があるように、留学生用の防災ハンドブックと携帯できるポケット型防災
カードを配布することも対策として考えられる。アンケートにおける地震発生
時の不安として「避難方法」に回答が集中し、「避難経路がわからない」との回
答も得られた（回答数 16 名）。関西大学では、消火器の格納箱に最寄りの避難
場所を明示しており、規定の間隔で避難場所を確認することができる（後藤他

2012）。キャンパス B でも、この取り組みを参考にしつつ留学生に配慮し言語
による表記だけでなく、視覚的にも理解することができる避難経路図の作成及
び掲示を行うべきである。

7．おわりに
本研究はキャンパス B の留学生を調査対象として、彼らの防災力についての
問題点を洗い出すことで今後の外国人留学生に関わる防災政策を提案すること
を目的として行われた。本論文で明らかになったことを要約すると以下の通り
である。
防災教育と避難訓練を受けた留学生は日本人より少なく、正しい地震の知識
をもっている留学生も少ない。また、留学生は日本人学生と比べて、防災対策
の実施率が低く、地震発生後の行動の理解度が日本人学生より低いため、適切
な行動を取ることができていない。
以上から得られた結果を分析し、日本語能力以外の、人間関係、防災教育と
避難訓練の重要性を明らかにした。その結果に基づき、他の大学や自治体の事
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例を参考にし、留学生の防災力向上に向けた方策を提言した。
ここまで、調査研究と各大学で行なわれた事例の検討や留学生の置かれた状
況の理解を通じ、現在の留学生への対策をどのように変更する必要があるのか
を検討してきた。そこで、残された課題として以下の 3 つが挙げられる。
①今回の調査は日本人学生と留学生の防災力を比較する点にとどまったが、
今後は留学生の個人的属性によって防災力が異なるかどうかを考察するため、
留学生に対するインタビュー調査、留学生の詳細な意見を聞き取るなどして、
より的確な提案を行う必要がある。
②今回提出した方策の検証が必要である。今後はセミナーや防災訓練等の開
催を通じ、本研究による提案を実践することで、その効果を検証する必要がある。
③今回の調査は、対象を私立大学 A の学生に限定していることから回答者の
属性に偏りがみられたこともあり、留学生の実態を十分に把握できたとは言え
ない。今後本研究で取り上げられなかった地域・大学の事例にも注目し、さら
に検討を行う必要がある。
謝辞
豊田祐輔准教授（立命館大学大学院政策科学研究科）と大谷順子教授（大阪大学大学院
人間科学研究科）の指導に感謝します。アンケートにご協力いただいた方々に感謝し
ます。
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WeChat（微信：読み方 weixin、ウィーチャット）は、Tencent（騰訊）が 2011 年にリリースした、
文字や音声、写真や動画、グループチャットなどでコミュニケーション通知など基本機能が出来る
無料メッセージアプリで、中国最大人気 SNS の 1 つである。

WeChat 公式サイト：http://www.WeChat.com/ja/download.html
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付録：質問紙（留学生用）

Q1:出身国と出身地を教えてください。（例えば：日本の都道府県、中国の省市）
出身国（
）、出身地（
）
Q2:現在のご年齢を教えてください。

（
）歳
Q3:性別を教えてください。
a.男性 b.女性
Q4:日本で避難訓練や防災教育を受けたことがありますか。
a.はい b.いいえ
Q5:「Q4」で「いいえ」を答えた方のみで回答ください。日本で参加しなかったのは、なぜです
か。あてはまるものすべてに○をつけてください。
a.参加の方法がわからない b.時間がない c.防災訓練や防災講習会が行われていることを知
らない d.関心がない e.その他 (具体的に:
Q6：「地震が起きたらどうなるだろう」という不安にかられることについて、どう思いますか。
a.とてもそう思う b.そう思う c.どちらでもいい d.あんまりそう思わない e.全くそう思
わない
Q7:南海トラフ大地震が起こった時のことを考えると、とても心配になることについて、どう思
いますか。
a.とてもそう思う b.そう思う c.どちらでもいい d.あんまりそう思わない e.全くそう思
わない
Q8:大地震のことを想像すると 、心配なことが多いについて、どう思いますか。
a.とてもそう思う b.そう思う c.どちらでもいい d.あんまりそう思わない e.全くそう思
わない
Q9:地震発生時の不安の内容を教えてください。 （複数選択可）
a.言語 b.避難場所 c.非常食 d.授業 e.避難方法 f.安否連絡 g.その他 （具体的に：）
Q10:あなたが現在しているものすべてに○をつけてください。（複数選択可）
a.自宅近くの避難所や避難経路を調べる
b.食料・飲料水などの「非常持出品」を準備する
c.家族や友人との連絡方法、避難場所を決めておく
d.最寄りの消火器の設置場所を確認し、使い方を把握しておく
e.棚やタンスの転倒防止、照明器具の落下防止をしておく
f.貴重品は安全な場所に保管しておく
g.防災訓練、防火・防災行事に積極的に参加する
h.自分の緊急連絡先、既往症、アレルギーの有無などを記したカードを身につけておく
Q11:災害時の伝言ダイヤルはどれだと思いますか。
a.119 b.171 c.117
Q12:エレベーターの中で地震発生！まず取るべき正しい行動はどれだと思いますか。（1 つだ
け選択してください。）
a .外に出るために、1 階のボタンを押す b.非常用インターホンで外の人に連絡する c.全
階のボタンを押す
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Q13:地震で震度 6 強とは、どんな状態だと思いますか。
a.全く動けない b.立っていることができず、はわないと動けない c .普通に歩ける
Q14:家の周りの避難所・避難場所を把握していますか。
a.している b.していない
Q15:「避難勧告」「避難指示」「避難準備情報」のうち、一番危険が迫っているのは、どちら
だと思いますか。
a.「避難勧告」 b.「避難指示」 c.「避難準備情報」
Q16:南海トラフ地震を想定した結果、何日分の食料の備蓄が推奨されていると思いますか。
a.1 日 b.3 日 c.5 日 d. 7 日
Q17:地震防災に関する情報は主にどこから入手しますか。（複数選択可）
a.テレビ b.ラジオ c.インターネット（SNS を除く）
d.SNS e.アルバイト先
f.大学
g.市役所 h.その他（具体的に:
）
Q18:行政から地震防災に関する重要な情報を入手しましたか。
a.はい、入手した。（具体的な情報：） b.ない
Q19:学校から地震防災に関する重要な情報を入手しましたか。
a.はい、入手した。（具体的な情報：） b.ない
Q20:現在、行政の防災の取り組みについて不足していると思われる点やご意見を書いてくださ
い。
Q21:現在、学校の防災の取り組みについて不足していると思われる点やご意見を書いてくださ
い。
2018 年 6 月 18 日大阪府北部地震を経験した人は続いて回答してください。経験してなかった
人はアンケートは終了です。
Q22: 地震発生直後に欲しかった情報は何ですか。（複数回答可）
a.避難場所 b.帰宅方法 c.余震 d.地震規模 e.家族の安否 f.友人の安否 g.授業 h.非
常食 i.その他（具体的に：）
Q23:大阪府北部地震が起こった時に、取った行動をすべて選択してください。（全て取った行
動選択してください。）
Q23-a:自宅・屋内にいた場合
a.テーブルや机の下にもぐり、身を守ること b.トイレに駆け込む c.出口を確保する d.火
の元を確認する e.すぐに外へ出す f.パソコンなどの貴重品が壊れないように守る g.何も
できなかった
Q23-b:屋外にいた場合
a.頑丈な建物の中などに避難する b.近くの空き地や公園などの広い場所に避難する c.ガラス
の破片や瓦、看板などの落下物を避ける d.何もできなかった
Q23-c:駅と地下街にいた場合
a.走って出口に向かう b.エレベーターを利用して地上に出る c.大きな柱や壁面に身を寄せて
揺れがおさまるのを待つ d.係員の指示を待つ e.何もできなかった
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RESEARCH NOTE

A survey on the disaster preparedness and mitigation of
international students in University A in Osaka, Japan :
Comparing with Japanese students
Yuwen GAO
Abstract

In 2019, the number of international students increased to a highest one, peaking at
about 300,000. Responding to international students in times of disaster is an urgent task.
There is a high possibility of that a foreigner requires assistance during a disaster. Improving
the disaster prevention capabilities of international students is an important issue for
Japanese society.
The purpose of this paper is to identify the problems of international students’
disaster prevention capabilities. Thus, with hypothesis verification methods applied, a
questionnaire-based survey was conducted amongst international students at a private
University A in Osaka. Meanwhile, different measures from those of Japanese people are
necessary, so Japanese students were also investigated as a comparison target. My data shows
that fewer international students have undergone disaster education and evacuation drills
than Japanese, and fewer international students have the correct knowledge of earthquakes.
International students do not take appropriate actions because their implementation rate of
disaster prevention measures and their understanding of actions after an earthquake are low.
The importance of disaster prevention education and evacuation drills became clear after
analysis. By analyzing the results, I would propose a policy to improve disaster prevention
capabilities related to international students in the future.

Keywords : earthquake, disaster prevention capability, disaster preparedness,
disaster prevention education, international students
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研究ノート

パレスチナを巡る占領政策の一考察
集団的懲罰としての連座刑の視点から

島本 奈央

要旨
2020 年 7 月パレスチナ占領地に関する国連特別報告者 S.
マイケル・リンク氏によって、イスラエルによるパレスチナ
占領地域への連座刑犯罪についての報告書が 4 年ぶりに提
出され、連座刑を国際法上の戦争犯罪として考えようとする

目次
はじめに
1．Community Action Center と 国
連特別報告者
2．Isawiya（イサウィーア）フィールド

議論が波紋を広げている。連座刑を用いたイスラエルの組織

ワーク（2019 年 12 月 7 日訪問）
3．パレスチナ占領地の連座刑行為

的な占領統治は、ユダヤ人、パレスチナ人の非共生な状態を

4．連座刑の法的論点

より深刻化させている。連座刑は現行法上国際刑事裁判所で

おわりに

戦争犯罪として裁くことはできないものの、地域的な国際刑
事法廷では戦争犯罪として認められ始めている。
本稿では、私が携わった上記に関わる業務とフィールド
ワークの報告に加えて、それを基に国際人道法上の違反行為
である、連座刑についての国際法的論点の現状整理を行う。
本稿の目的は、連座刑を用いたパレスチナ占領政策の考察と、
法的理論の欠缺の示唆にある。

キーワード
連座刑
国際人道法
占領
パレスチナ
イスラエル

大阪大学国際公共政策研究科博士後期課程；chamomile199367@gmail.com
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はじめに
イスラエル・パレスチナ紛争の研究は、大国間のパワーバランスや政治、歴
史、宗教問題が複雑に絡み合い、民族紛争にまつわる「共生」の難しさを痛感す
る。2014 年にはじめてこの地を訪れて以来、私の頭からその思いが離れなかっ
た。大阪大学未来共生博士課程プログラムに所属する私は、同プログラムの海
外インターンシップを行うため、2019 年 9 月、当該紛争の中心都市である、エ
ルサレムに再び戻ってきた。現在、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区と
ガザ地区はイスラエルの実効支配下にあり、占領状態 1 は 2020 年で 53 年にも
及ぶ。国際人道法上、占領とは「一時的な」ものであると想定されている 2。に
もかかわらず、このような異常な占領状態が長期に渡る中、私がエルサレムに
滞在中強く感じたことは、イスラエルによって張り巡らされた占領統治体制
がすでに確立し、実際に機能してしまっていることそのものへの懸念であった。
イスラエルは昨今、AI による技術を用いて、パレスチナ人への監視を強めて
もいる 3。この監視網によってイスラエルは一見したところ治安が安定してい
るように見えるのかもしれない。しかし、安定の陰で、国際法上の多数の人権
侵害が引き起こされていることも事実である。この歪んだ統治体制を支えてい
る人権侵害の一つとして、昨今パレスチナが主張している、連座刑 4 という集
団的懲罰体制が挙げられる。連座刑とは集団の一個人に課されるはずの制裁が、
集団に属する他の人にまで課される罪を指す 5。例えば、エルサレムにおいては、
イスラエル兵士に対して攻撃を仕掛けたパレスチナ人を拘束し、その家族、親
戚、コミュニティに至るまで罰することで、他のパレスチナ人への一種の「見
せしめ」としている。連座刑は国際人道法上、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約（以
下、ハーグ陸戦条約と記す）
（1907 年）
、1949 年ジュネーブ諸条約（以下、ジュ
ネーブ条約と省略）、国際慣習法上においても禁止されているものの、イスラ
エルは自らの占領政策の一環として連座刑を利用している。2020 年 7 月、パレ
スチナ占領地に関する国連特別報告者 S. マイケル・リンク氏によって国連人権
理事会にイスラエルによるパレスチナ占領地域への連座刑犯罪について記載し
た報告書が 4 年ぶりに提出され、連座刑を国際法上の戦争犯罪として考えよう
とする議論が波紋を広げている。2019 年 10 月から Al-Quds Community Action
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Center（以下、CAC と記す）でインターンシップを開始した私に与えられた業
務は、まさに、特別報告者に提出するための連座刑に関する資料作成であった。
本稿では、まずこの業務やフィールドワークから得た知見を紹介し、それを基
に連座刑についての法的論点の整理を行い、最後に今後の法的課題について指
摘したい。

1．Community Action Center と国連特別報告者

CAC はアル＝クドゥス大学に属する、エルサレム旧市街の中で法律相談を
行っている団体である。1999 年、同大学によって東エルサレムに居住するパ
レスチナ人の権利向上を目的に設立され、旧市街に居を構えた。所長のムニー
ル・ヌサイバ（Munir Nuseibah）氏は、アル＝クドゥス大学教員で国際法の教鞭
をとっている。職員の中には、ユダヤ系大学 6 であるヘブライ大学で法曹資格
を取得したパレスチナ人弁護士も在籍しており、イスラエル国内法（占領地行
政手続等）を専門としている。東エルサレムのパレスチナ人に対する人権侵害
は、イスラエル最高裁判所に申し入れるので、イスラエル法に知見を有する法
曹として手腕を発揮している。パレスチナの女性進出は遅れているといわれる
が、CAC は女性のエンパワメントにも力を入れており、職員の女性比率も高い。
部署の編成は、法律相談部門であるリーガルクリニック、アウトリーチ活動を
通してコミュニティのエンパワメントを図るソーシャルワークユニット、主に
国内及び国際連携を行うアドボカシーユニットである 7。事務所には部署の区
別はなく、職員全員が一つの場所でフレキシブルに従事している。CAC はし
ばしば海外からの学生インターンも受け入れており、アドボカシーユニットに
配属される場合が多い。私も本ユニットに所属し、特別報告者業務に携わった。
国連特別報告者とは、国連人権理事会に任命された個人資格の専門家を指
す 8。国別もしくはテーマ別（例えば、強制失踪や先住民族について）に任命さ
れた報告者は、その国の人権状況もしくは、ある人権問題について報告を行
う。報告者は国連職員ではなく給与も受け取ることなく、いかなる政府や利害
集団にも属さず、独立性が担保されている 9。パレスチナには国別報告者とし
て、
「1967 年以降占領されたパレスチナ人領域における人権状況の特別報告者」
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が任命されている。マイケル・リンク氏はカナダのウェスタンオンタリオ大学
の准教授として労働法、憲法、人権法を教えている。アカデミックで教鞭をと
る以前は、オタワとトロントで 10 年間労働法と難民法を生業とし、同時期に
は、エルサレムにおける難民と人権問題について国連で働いていた 10。2019 年

10 月末には連座刑をテーマに国際機関、各国外交官、多数の NGO が出席した
会議が開かれたが、マイケル・リンク氏はイスラエルに入国を拒否されている
ため、オンライン参加を余儀なくされていた。今回のような国別手続きに関し
ては、メンバー間の国家間・国家ブロック間の政治的関係の影響をどうしても
受けてしまい、問題が過度に政治化しやすく 11、こういったことも起こりうる。
本会議においては、連座刑の被害に遭ったパレスチナ人が証言者として招待
されていた。専門家が集まり法律論に終始しがちになるのではなく、実際の現
地の人々の声を傾聴することの大切さを改めて感じた。その後 CAC の業務の
一環として、エルサレムの旧市街から北東に位置する Isawiya という東エルサ
レムの占領地域（図 1）にフィールドワークで訪れ、連座刑の被害を受けている
家族を訪問した。

2．Isawiya（イサウィーア）フィールドワーク（2019 年 12 月 7 日訪問）
住人からの聞き取りによると、現在約 22,000 人のパレスチナ人が Isawiya 地
域に居住している。この地域はリトル・ガザと Jerusalem Post 紙で称されるよう
に、ほかの地域と比べてもイスラエルからの抑圧が大きいことで有名である 12。
地勢的にも、四方をイスラエルの軍キャンプ、ヘブライ大学に囲まれた窪み状
の地形になっている。実際に訪問してみると、傾斜の大きな土地に斜めに家々
がひしめき合っている様が伺えた。この住宅建設にもイスラエルの規制は及ん
でいる。Isawiya に住むパレスチナ人は今以上に空間の拡大ができない、垂直方
向にも建物を建設できない規制がかけられている。Isawiya は建て増しできる空
間がないため、垂直方向の建て増し以外に方法はない。パレスチナ人の多くは
多産で、生まれた子が結婚すると、実家の近くに家を建てることが多い。イス
ラエル当局はその点に着目し、パレスチナ人の出生率を抑えるため、家屋の建
て増しが行われると、軍令違反を理由に、家屋破壊が強行されている。
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エルサレム
市の境界

Al ‘Isawiya

（イサウィーア）
パレスチナ人市街地
イスラエル人入植区域
エルサレム旧市街

図1

Isawiya（イサウィーア）の場所

出典：OCHA, Occupied Palestinian Territory (September 6, 2019) Daily police raids and

clashes result in casualties and disruption of daily life in East Jerusalem neighbourhood

Isawiya の中に入っていくと、急な坂道が連続し、その坂の上に家屋が密集し
て建っている光景が続く中で、2019 年 6 月下旬にイスラエル兵士によって銃撃
された、モハマド（Mohammad O’baid）さん（21）の殺害現場に辿り着いた。イ
スラエル警察によると、モハマドさんが花火をイスラエル警察に投げつけたと
して射殺された 13。モハマドさんは過去、収監された経緯もあり、標的になっ
ていたのかもしれない。現場では当初、モハマドさんの写真が飾られ、壁に絵
が描かれていたが、今は姿絵が白塗りにされていた（写真 1）。住民の方々にお
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写真 1

Isawiya 内、モハマドさん姿絵が白塗りに（筆者現地撮影）

話を伺うと、もし亡くなったモハマドさんのことを話したりすると、医療保険
を切られたり、逮捕される可能性があるためとのことだった。

CAC のスタッフがモハマドさんのご家族にインタビューする隣に同席させ
てもらった。家に上がると最初に目に入ったのは、大きく飾られたモハマド
さんの写真だった。父親のサミール（Samir Oʻbaid）さん（46）によると、モハマ
ドさんが殺害されて以来、この 7 か月、600 人以上が逮捕され、そのうち 95％
は未だ釈放されず（2019 年 11 月時点釈放済）、逮捕された中には 4 歳の子供も
いたという。サミールさんとお会いする前に通り過ぎた近くの男子中学校では、
事件後、毎朝イスラエル兵士が門前に立って ID の証明を求めてくるという。
モハマドさんが殺害され、遺体の埋葬地に関して警察と争いになり、警察側
からまずデポジット（遺体の預り金）として 80,000 シェケル、その後、遺体返
還費用として 50,000 シェケル請求された。サミールさんは親戚と協力して支
払いを行ったが、その際、今後デモをしないことや武器を手放すことを約束さ
せられたという。お葬式がようやく執り行えた後、サミールさんの自宅にはイ
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スラエル当局が、深夜に玄関を壊して踏み入り尋問が頻繁に行われており、イ
ンタビュー後サミールさんは一時拘禁もされたという（2019 年 11 月時点、すで
に釈放）。
国際人道法の観点から、この一連の事象はジュネーブ条約違反の連座刑とい
う犯罪形態であることは明らかである。モハマドさんはもちろん、罪を犯して
いないわけだが、仮に罪を犯していたとしても、罪刑法定主義の原則で、罰せ
られるのは本人のみであるのが通常の刑法の規定である。しかし、今回の事例
のように、その罪が連座的に、家族やコミュニティにまで波及している、まさ
に「見せしめ」としての機能を連座刑が果たしていることが見受けられる。また、
遺体の返還拒否やコミュニティが被った夜間外出禁止令なども、2020 年に公
表されたマイケル・リンク氏の特別報告書において連座刑に該当する行為とさ
れている。そこで次に、マイケル・リンク氏報告書や各種資料を用いて、パレ
スチナで起きている連座刑の具体的行為を列挙した上で、国際法上の連座刑の
位置づけを確認し現在の法的議論の整理を行う。

3．パレスチナ占領地の連座刑行為

1987 年のインティファーダ発生に呼応するかのように、家屋破壊や移動の
自由の制限について連座刑ではないかとイスラエルの人権 NGO、B’TSELEM

(The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories) か
ら指摘されてきたが 14、特にインティファーダ後、連座刑とみなされる行為が
一気に増加し、多くのイスラエル、パレスチナの NGO 団体が報告書を公表し
ている 15。2016 年にはマイケル・リンク氏が連座刑について言及した特別報告
書がはじめて人権理事会に提出された。その報告書において、連座刑とマイケ
ル・リンク氏が判断した行為は、1. 懲罰的な家屋破壊と 2. チェックポイント等
による移動の制限とガザの封鎖だったが、この当時は記述も少なく、法的議論
にも乏しかった 。しかし、インティファーダを境に連座刑だと考えられる事例
が一気に増加し、現在では多くの NGO が指摘し始めている。表 1 では 2020 年
のマイケル・リンク氏の報告書における分類と、NGO による分類の比較をま
とめた。
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表1

主な連座刑とみなされる事例の比較

マ イ ケ ル・ リ マ イ ケ ル・ リ Diakonia 解釈 B’TSELEM 解釈
ンク氏（2020）ンク氏（2016）
（2016）17
（1990）18
懲罰的な家屋の破壊

〇

〇

〇

〇

ガザの封鎖

〇

〇

〇

ガザの特定は
ないが、農産
物の売買制限
や電気・水へ
の切断

夜間外出禁止令と
移動の自由の制限

〇

〇

〇

〇

遺体の返還拒否

〇

×

×

×

2020 年のマイケル・リンク氏による報告書は連座刑に関する法的な議論も広
範に展開され、連座刑に含まれる犯罪行為を 4 つ指摘し、豊富な事例を用いて
実証を行おうとした 19。すなわち、1. 懲罰的な家屋破壊、2. ガザの封鎖、3. 夜
間外出禁止令と移動の自由の制限、4. 遺体の返還拒否の 4 つの行為が連座刑に
含まれるのではないかと記載された。以下で具体的に行為について報告書を基
に記述する 20。
懲罰的な家屋破壊（Punitive Home Demolitions）
家屋破壊は 1990 年代からすでに連座刑ではないかと指摘されてきた。そも
そも家屋というものは、家族の基礎であり人間の生活に欠かせないものである。
それは住む人にとって、シェルターであり、私的生活の聖域であり、最も親密
な思い出の場所、数世代の伝統など多くの意味を有している。1967 年の占領
以来、イスラエルは占領地の約 2,000 戸以上のパレスチナ人家屋破壊を行って
きた。当局によって罪を犯したとされる当人ではなく、家族や親戚の所有する
家屋も含まれており、ジュネーブ第 4 条約 33 条違反である連座刑の典型的な事
例であるとみなされている。ジュネーブ第4条約53条は次のように規定している。
個人的であると共同的であるとを問わず私人に属し、又は国その他の当局、
社会的団体若しくは協同団体に属する不動産又は動産の占領軍による破壊
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は、その破壊が軍事行動によって絶対的に必要とされる場合を除く外、禁
止する。
更に、ジュネーブ第 4 条約 147 条の重大な違反の、「軍事上の必要によって正
当化されない不法且つし意的な財産の広はんな破壊」に該当するため、この犯
罪行為単体で戦争犯罪を構成しうる。さすがにイスラエルも過度な家屋破壊は
自重しているのか、イスラエル最高裁判所では、国際人道法における必要性原
則と照らして、家屋破壊が適法であったか否かを争う裁判が多く行われている
が、イスラエル高等法院がイスラエル国防軍（IDF）の「抑止」という理由を支持
している点は広く批判されている。国際法学者のコーヘン（Amichai Cohen）や
シェニー（Yuval Shany）は「家屋破壊がテロを抑止するとの証拠はほとんどない。
むしろ、そのような実行は次世代のテロリストを生み出す憎しみの空気を創り
出してしまう傾向にある」と警鐘を鳴らしている 21。
ガザの封鎖（The Closure of Gaza）
パレスチナ占領地域は、ファタハとハマスという二大組織に主に分割されて
おり、ガザ地区はハマスによって統治されている。ハマスはイスラム原理主義
を掲げ、イスラエル市民に向けた無差別のロケット弾発射や自爆テロを行って
いる。2007 年イスラエルはハマスへの制裁と称して、包括的なガザの陸海空
の封鎖を始めた。2014 年の大規模空爆に続き、現在も封鎖は続けられ、広範
な財産の破壊と共に市民の死傷者が後を絶たない。13 年にも及ぶ封鎖は経済的
にも打撃を与え続けており、電気や水、医療システムなどのインフラも崩壊し
ている。ガザに対しては連座刑のみならず、数々の戦争犯罪、人道に対する罪
に該当する行為が行われている。
夜間外出禁止令と移動の自由の制限（Curfews and Restrictions of Freedom

of Movement）
移動の自由は、市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）13 条
に規定されているように、基本的人権の一つを構成している。一方でパレスチ
ナ占領地に適用されている国際人道法では、移動の自由は占領地において必要
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があれば、ある程度制限可能であり、イスラエルは安全保障上必要な手段とし
て正当化している。しかし、ヨルダン川西岸区では、包括的な行政許可を通じ
たチェックポイントやバイパスなどのような 590 以上の固定化された永久的な
障壁が用いられており、分離壁のように国際法違反が認定された事例も存在す
る 22。私も滞在期間中に旧市街でイスラエル兵士が数人のパレスチナ人に攻撃
されたとの理由で 23、ダマスカス門やヘロデ門が封鎖され、エルサレム旧市街
から一時外に出られなくなった経験をした。その際に傍にいたパレスチナ人に
話を伺ったところ、しょっちゅうだよ、と諦めたような顔をしていたことが印
象に残っている。

10 月末の上記会議では、1. 連座刑の歴史と国際法における禁止、2. 強制退
去を通じた連座刑、3. 市民の政治的、経済的、社会的権利に影響を与える連座
刑、4. ガザの封鎖と家屋破壊、5. 逮捕、拘束そして移動の制限について議論が
行われた。従来から連座刑として議論が進んでいる家屋破壊やガザの封鎖のみ
ならず、新たに連座刑による経済的・社会的権利侵害の側面や、遺体の返還拒
否における心理的影響の側面にも焦点が当てられた点は特筆すべきだろう。
遺体の返還拒否（Withholding of Bodies）
イスラエルは、パレスチナ軍人や市民の遺体を、埋葬や葬儀を求める家族に
返還することを定期的に拒否してきた。家族によって埋葬や葬儀をさせてしま
うと、英雄となって祀られる可能性をイスラエルは忌避し、遺体を返還せず非
公表の墓地に埋葬していたという。B’Tselem の調査によると、2019 年 10 月末
には、イスラエルは 52 人のパレスチナ人の遺体を保有し、主にハマスとの交
渉材料に利用したりもしていた 24。2016 年、潘基文国連事務総長は、遺体の保
持は連座刑にあたるとして、イスラエルはジュネーブ条約の占領に関する義務
に違反していると述べた。けれどもイスラエル国内裁判所では、テロに対する
戦いや国家の安全保障のため効率的な手段であるとの理由に基づいて、遺体の
保持を合法化している。2020 年のマイケル・リンク氏報告書では、本行為を連
座刑に含めた点が 2016 年のものや従来の NGO の報告書と異なっている。
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5．連座刑の法的論点
連座刑の歴史は古く、アメリカ南北戦争（1861 ～ 1865 年）、
19 世紀初頭のボー
ア戦争、両世界大戦も含めて武力紛争下、例えば、大量殺人や拷問、村落の破
壊などの方法で組織的に用いられてきた 25。最初に国際法によって規定された
のは、1907 年のハーグ陸戦条約であった。その 50 条では、日本語の公定訳と
して以下のように「連座罰」という用語が充てられた。

No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the
population on account of the acts of individuals for which they cannot be
regarded as jointly and severally responsible.
人民二対シテハ、連帯ノ責アリト認ムヘカラサル個人ノ行為ノ為、金銭上
其ノ他の連座罰ヲ科スルコトヲ得ス。
第一次世界大戦時には連座罰の深刻な違反が行われた。特に、捕虜に対して
の連座罰、つまり捕虜収容所の司令官が敵国の捕虜に対して、復讐の精神（spirit

of vengeance）から行った事例が多数みられた 26。そのため、第二次世界大戦後、
国際人道法の重要な条約となる 1949 年ジュネーブ第 3 条約（捕虜条約）、第 4 条
約（文民条約）、1949 年ジュネーブ条約追加議定書 I、II にて連座刑の禁止が規
定された。しかし、連座刑の定義は何なのか、どういった行為が含まれるのか
など、詳細な犯罪構成要件が提示されることはなく、戦後あまり注目されてこ
なかった。
連座刑が戦争犯罪なのではないかと、再び議論の俎上に上げられたのは、安
全保障理事会決議によって設置された 1994 年のルワンダ国際刑事法廷（以下

ICTR と省略）、混合法廷 27 と呼ばれるシエラレオネ特別裁判所（以下 SCSL と
省略）の出現による、国際刑事裁判の発展に伴うものだった。連座刑の再注目
によって、連座刑は国際刑事裁判所（以下 ICC と省略）で扱われる「戦争犯罪」
であるか否かが法的問題として挙げられた 28。ICC とは 2003 年にハーグに設
置された常設の国際刑事法廷を指す。ICC の対象犯罪は、
「国際社会全体にとっ
ての関心事である最も重大な犯罪」とされ、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、
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戦争犯罪、侵略犯罪という慣習国際法上確立している 4 つのコア・クライムに
限られている 29。
パレスチナは 2015 年、ICC にオブザーバー国家として加盟し、ICC はパレ
スチナの占領地で行われた戦争犯罪や人道に対する罪について、管轄権を有す
ることになった。これに対してイスラエルは、同国が ICC の加盟国ではなく、
パレスチナ当局は国家でないため、イスラエル・パレスチナ紛争は ICC の管轄
外にあり、パレスチナによる ICC への付託に法的な根拠はないと対応している
ものの 30、2021 年 2 月ついに ICC はパレスチナのガザ地区と、東エルサレムを
含むヨルダン川西岸地区に ICC の管轄権が及ぶとの判断を下した。
以下イスラエルとパレスチナの条約の批准状況を整理した表である。
表2

責任の所在

ジュネーブ諸条約

国際刑事裁判所規程
（ICC 規程）

責任の所在

国家責任

個人の責任

イスラエル批准状況

〇

×

パレスチナ

―

オブザーバー国家とし
て加盟（2015）

イスラエルがなぜ ICC への起訴に対して常に危機意識を有しているのか。そ
れは表 2 の責任の所在に起因している。イスラエルはパレスチナの壁事件で、
国際人権法や国際人道法に違反しているとの認定を受けた。条約違反がなされ
た場合、国際違法行為によって生じた被害に対する十分な回復がなされなけ
ればならない 31。もちろん、イスラエルは原状回復や金銭賠償などいかなる回
復も行っていないが、これらの条約違反の責任の所在は国家にある。一方で、

ICC で起訴されるのは国家ではなく、個人である。つまり、イスラエルによる
家屋破壊が行われた場合、その命令を実行、又は指揮した人物が ICC で裁かれ
る可能性が浮上するのである。国家が ICC に対して警戒を抱き、ICC 規程締結
に多大な時間を要した原因はここにある。しかし上記したように、ICC で扱う
ことができるのはコア・クライムに限られているため、連座刑が戦争犯罪もし
くは人道に対する罪であるという論証が先んじて必要とされる。
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現在議論が巻き起こっているのは、連座刑が戦争犯罪に該当するか否かの問
題である。連座刑は上記のジュネーブ諸条約で明確に国際法違反とされている。
けれども戦争犯罪に該当するためには、ジュネーブ第 4 条約 147 条における「重
大な違反行為」に含まれる必要がある。この行為に含まれる犯罪を ICC は「戦争
犯罪」と定義付けている。具体的に、戦争犯罪の定義として、同条約 147 条から、
国際武力紛争については、a.1949 年ジュネーブ条約の「重大な」違反に該当する

8 つの犯罪、または b. 慣習法としての武力紛争法に対するその他の「著しい」違
反に該当する 26 の犯罪を列挙している。同条約 147 条の重大な違反に該当す
る犯罪は、以下のとおりである。
前条にいう重大な違反行為とは、この条約が保護する人又は物に対して行
われる次の行為、すなわち、殺人、拷問若しくは非人道的待遇（生物実験
を含む）、身体若しくは健康に対して故意に重い苦痛を与え、若しくは重
大な損害を加えること、被保護者を不法に追放し、移送し、若しくは拘禁
すること、被保護者を強制して敵国の軍隊で服務させること、この条約に
定める公式な正式の裁判を受ける権利を奪うこと、人質にすること又は軍
事上の必要によって正当化されない不法且つし意的な財産の広はんな破壊
若しくは徴発を行うことをいう。
ここで同条約 147 条の規定では、重大な犯罪に連座刑が含まれていないこと
が見て取れる。1949 年ジュネーブ条約外交会議では、イタリアとソビエト代
表が連座刑を重大な違反行為として条約に盛り込もうとしたものの、この提案
は、潜在的に「様々な程度の重大性（varying degrees of gravity）」を有する犯罪
は重大な犯罪行為に含まれるべきではないとの理由で、却下された 32。つまり、
連座刑に含まれる犯罪行為には、殺人や拷問といったものから、暴力行為や移
動の自由の制限といった、連座的であれば、様々な犯罪行為も含まれてしまう
ため、条約に盛り込み法制化するには困難であると考えられたことが推察され
る。
ところが、2020 年、赤十字国際委員会（ICRC）は新たなジュネーブ第 3 条約
のコメンタリーを公表し 33、当該条約 87 条の連座刑の解釈において、1949 年
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の外交会議に触れたうえで、それにもかかわらず、連座刑が多くの事例におい
て戦争犯罪として考えられ始めていることを指摘している 34。特に冷戦後の国
際刑事法廷における連座刑の発展に着目している。例えば、1994 年 ICTR 規程、

2002 年 SCSL 規程は共に連座刑を人道法上の重大な違反と規定している（但し
ICTR においては規定のみであり起訴はされなかった）。また、2010 年カンボジ
ア特別法廷（ECCC）
、カチン事件でも戦争捕虜に対して連座刑が行われたとして、
重大な違反を認定した。その他にも国家実行として、近年コソボ、スリランカに
おいて連座刑の事例が見受けられる。また、ICRC のデータベースには連座刑に
関する条約、そして国家実行が掲載されており、多くの国内裁判所 35、国際法委
員会（以下 ILC と記す）すら連座刑を戦争犯罪として認識している 36。
近年これだけの判決や実行が積み重なってきているにもかかわらず、未だに

ICC 規程では連座刑を戦争犯罪から除外している。ICC 規程準備委員会委員エ
イドリアン・ボス（Adriaan Bos）氏によると、戦争犯罪のリストから連座刑を除
外する考えは、「『外国』領域の併合もしくは占領に関わった」国家によって提案
されたという 37。このように、ICC での連座刑の議論は未だ途上だが、今回人
権理事会に提出された特別報告者の報告書のように、連座刑を戦争犯罪として
考えようとする議論が国際法上始まろうとしている。
ここで疑問として挙げられるのが、連座刑を ICC で裁くのが困難であるなら
ば、例えば家屋破壊のようにすでに戦争犯罪に違反している個別の犯罪を ICC
で裁くことの可能性である。この疑問に対して、シェーン・ダーシー（Shane

Darcy）氏は、「十分な救済とは言い難い」と指摘している 38。連座刑のような犯
罪行為には、他人が行った事を根拠とした、個人の権利の不法な取扱いと否定
が含まれており、ICC 規程の規定が欠けていることは深刻な問題であると述べ
られている 39。今回の事例でいうと、イスラエルによるパレスチナ占領下の問
題を分析するためには、個別の人権侵害のみに焦点を当てるのではなく、一連
の組織的な人権侵害の流れを把握しなければならない。その統率のとれた集団
的懲罰体制を国際法は連座刑として認識しているのではないだろうか。
唯一、連座刑を戦争犯罪として裁いた、シエラレオネ特別法廷は、連座刑の
定義として次の 2 つの要素を必要とすると述べた 40。
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(1) The indiscriminate punishment imposed collectively on persons for
omissions or acts for which some or none of them may or may not have been
responsible; and,
(2) The speciﬁc intent of the perpetrator to punish collectively
（1）一部または誰も責任を負えない、又は負わない可能性のある不作為ま
たは作為について、集団的に課される無差別の罰則
（2）集団的に罰する為の、加害者の特別な意図
また、シエラレオネ特別法廷では、連座刑は、殺人、略奪、かつ非道な行為
よりも重大性の低い犯罪（lesser oﬀence）になりうるものの、処罰（punishment）
はより広範な意味で理解されなければならないとも述べられており、テロ行為
や身体的暴力関連の犯罪も連座刑に含まれた 41。
確かに上記の二つの定義はマイケル・リンク氏の 2020 年報告書にも引用さ
れており、今回示された 4 つの犯罪行為がこれらの要素を満たし、連座刑の犯
罪行為として含まれることは明らかである。各々の行為は犯罪行為者ではなく、
当事者の家族の家屋の破壊や、当事者の属するコミュニティ全体の封鎖や夜間
外出禁止、移動の自由を制限しており、イスラエルによる連座を利用した占領
統治の意図が見受けられる。しかし、事例によって連座刑の範囲がかくも広範
囲にわたって解釈されることは果たして可能なのだろうか。上記した 1949 年
の外交会議で指摘されたように、まさに連座刑の課題である「様々な程度の罪
の重大性（varying degrees of gravity）」の犯罪が含まれてしまい、戦争犯罪とし
て捉えることが難しくなってしまう可能性が出てくる。そう考えるとやはり、

SCSL の定義のみでは連座刑を ICC で裁くには支障が出てくるのではないだろ
うか。
そこで今後の研究課題としては、各々の事例に対して連座刑の犯罪構成要件
を満たすのか、一定の基準を示す必要があると考える。シエラレオネのような
地域的な国際刑事法廷で示された国際法上の定義との関係を分析し、連座刑を
戦争犯罪と考える際に生ずる問題点、そして、連座刑理論整備の必要性の指摘
を行っていきたいと考えている。
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おわりに
本稿では、筆者が携わった連座刑に関する国連特別報告者業務やフィールド
ワークの紹介から、連座刑の法的論点の整理を行い、今後の研究課題を指摘した。
奇しくもインティファーダ前後、連座刑が主張され始めた時期は、国際刑事
法廷の発展と時を同じくしている。そして連座刑についてなぜ今議論され始め
たのか一考すると、やはり 2015 年にパレスチナが ICC にオブザーバー国家と
して加盟したことがきっかけだろう。ICC でイスラエルを起訴することの可
能性が見え始め、仮にそれが政治的意図で達成できなかったとしても、連座刑
の議論を法的、政治的に巻き起こし、改めて国際社会にイスラエルの人権侵害
とパレスチナに目を向けさせることが狙いなのではないか。また、ジュネーブ
条約をはじめとする国際人道法、並びにいくつもの国際人権法にすでに違反し
ているイスラエルであるが、条約の違反によって生じる国家責任を今まで果た
すことはなかった。これに対して、ICC は個人の責任を裁く裁判所であり、イ
スラエル側の犯罪行為に携わった個人が訴追されることとなる。そのため、連
座刑が戦争犯罪か否か、その定義の判断についても慎重に検討する必要がある。
なぜなら、個人の責任を問うということは一歩間違えれば、個人の人権侵害に
なりかねない危険性も孕んでいるからである。一方で、イスラエルの連座刑に
代表される、国際法違反の重大な犯罪行為の不処罰はもはや看過することはで
きない段階にきている。連座刑に対する議論の高まりに始まった、パレスチナ
側からのこうした法的、政治的議論の巻き起こしは、私たちを含めた国際社会
に、不処罰をいつまで見過ごすのか、と常に問いかけているのではないだろうか。
注
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RESEARCH NOTE

A study on the current Israeli occupation in
Occupied Palestine Territory : In terms of
collective punishment
Nao SHIMAMOTO
Abstract

The UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian
Territory occupied since 1967, S.Mychal Lynk has called on Israel to immediately stop
all actions amounting to collective punishment of the Palestinian people. It has been
four years since the report including collective punishment was submitted to the Human
Rights Council. It has prompted discussions in various fields, especially the legal field that
collective punishment should be regarded as a war crime. The practice of an occupying
power using collective punishment has worsened the situation of the conflict between Israel
and Palestine. The regional international tribunal court has started proceedings to judge
collective punishment as a war crime but as yet the International Criminal Court has not
included collective punishment among its list of war crimes. This article introduces the
work I engaged in during my internship preparing legal resources which were submitted to
the Special Rapporteur and a report on field work conducted in Isawiya. In addition, this
article summarizes the discussion of collective punishment in terms of international law. The
purpose is to examine occupation policy that utilizes collective punishment and point out a
flaw in the legal theory.

Keywords : collective punishment, International Humanitarian Law, Occupation,
Palestine, Israel
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コミュニティ・ラーニング 2020 報告

あの日から10 年、野田村の想い
改めて考える岩手野田村でのフィールドワーク

石塚 裕子

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター特任講師

渥美 公秀

大阪大学大学院人間科学研究科教授

１．コロナ禍でコミュニティ・ラーニングを実施して
コミュニティ・ラーニングは、2013 年度からリーディング大学院未来共生イ
ノベーター博士課程プログラムの必修授業としてはじまり今年で 8 回目となっ
た。今年度は、大阪大学大学院人間科学研究科学修証明プログラムとして、ま
た選択科目として 14 人の学生が受講した。
受講生の多くは東日本大震災が起きた時は中学生であり、テレビで見た記憶
はあるという程度の遠い所の昔の出来事となっている。本授業をきっかけに東
北の地を実際に訪れて、東日本大震災について学び、災害とは何か、復興とは
何かを肌で感じて考えてみたいという強い思いを受講生はもっていた。しかし、

2020 年 1 月頃から急速に広まった新型コロナウィルス感染症は、その思いを阻
むこととなった。

5 月末に緊急事態宣言が解除され、大学の活動も徐々に緩和されていく中で、
現地でフィールドワークを実施しようと間際まで検討を重ねた。しかし、現地
では集団生活が必須となること、その時点では岩手県に感染者がでていなかっ
たこと、そして野田村は高齢者が多く感染によるリスクが高いことなどを考
慮すると断念せざるを得なかった。結果として、オンラインでの講義とインタ
ビューによる「オンラインフィールドワーク」という形式をとることになった。
また希望者には短期間（2 泊 3 日）、分散して（2、3 人）野田村を訪問する機会（た
石塚 裕子；y-ishizuka@hus.osaka-u.ac.jp
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だし、村民との接触は避けることが条件）を提供し、3 名の受講生が 2 回にわけ
て野田村を訪問することとなった。
今年度は東日本大震災から 10 年を迎える節目の年でもあった。このため
フィールドワークのテーマを「あの日から 10 年、野田村の想い」と設定し、震災・
津波から 10 年を目前として、今だから言える話、現在を語る話、未来に向けた
話を聞かせていただくことを目標とした。
オンラインフィールドワークでは、2 つの講義と 7 名の村民のインタビュー
が実現した。過去 7 年間の報告書の中から受講生が気になった（今、話を聞いて
みたい）人を選んだ。14 人の学生は 4 班（子どもの教育、観光・交流、村のコミュ
ニティ・伝統、外部者との連携・村の誇り）に分かれてインタビューを実施した。
また、事前に野田村の産品を取り寄せ、少しでも野田村をリアルに感じられる
ような工夫も行った。村民一人ひとりの語りは、心に迫る見事なものであった。
受講生全員を「野田村に行ってみたい」とより強く思わせることとなった。

２．オンラインフィールドワークの手応えと現地に赴くことの意味
今年はオンラインであっても、あるいは、オンラインであったからこそかえっ
て、フィールドワークについて、さまざまな学びがあり、思いが芽生えたようだ。
以下に受講生一人ひとりの感想を紹介する。

（1）自分の経験と重ねて涙を流した
現地で海辺を歩いてみたり野田村の人々に出会って話してみたりすることが
できないのは非常に残念であった。一方、オンライン上での講義やインタビュー
を通してではあったが、野田村に関して知ることができ、また、野田村の方々
の気持ちや真の心が伝わってきて、感動を覚えた。コミュニティ・ラーニング
の最後の日、先生方や先輩方に対して感謝の気持ちが溢れてきた。今まで長い
間、野田村の方々と先生方や先輩方が信頼関係を築いてきたおかげで、突然の
オンラインフィールドワークとはなったが、うまく行うことができたと思われ
た。今回の経験を通して、人間関係が築けていれば、オンラインフィールドワー
クも実施可能であることを実感した。
何度か感動を覚える場面があった。地震の被害によって家を失ったおじいさ
んが子どもたちの運動会を見て「久しぶりに笑った」と言っていたという小林
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表1

コミュニティ・ラーニング 2021 の内容
内容

22 日
（土）

聴講者・インタビュアー

10:00 ～

オリエンテーション

10:30 ～

講義 1：野田村の魅力紹介
貫牛利一氏（久慈広域観光協議会）

12:00 ～

昼食休憩（1h）

13:00 ～

講義 2：野田村の震災と復興
小野寺修一氏（野田村役場）

全員

14:30 ～

小谷地勝氏（漁師）インタビュー

村のコミュニティ・伝統
班

15:45 ～

外舘尚紀氏（中学校 PTA 会長・漁師）
インタビュー

子どもの教育班

17:00 ～

１日のふりかえり

17:30

終了

10:00 ～

佐々木陵太氏（株式会社のだむら）
インタビュー

観光・交流班

11:30 ～

弐又みち氏（ソーシャルワーカー）
インタビュー

村のコミュニティ・伝統
班

23 日 13:00 ～
（日）

観光・交流班
平谷東英氏（養豚事業者・野田村観光協
外部者との連携・村の誇
会会長）インタビュー
り班

15:00 ～

小林友美氏（小学校支援員）
インタビュー

16:30 ～

１日のふりかえり

17:00

終了

10:00 ～
24 日
（月） 11:30 ～
13:00

全員

大沢幸正氏（園芸事業者）
インタビュー

子どもの教育班

外部者との連携・村の誇
り班

3 日間のふりかえり
終了

友美さんの話を聞いて涙を流してしまった。韓国で経済危機（IMF）が起きた時
に、家を失いかけた経験があった私には、その悲しさが心に伝わってきた。災
害やある出来事によって、命を失ったり、大きな怪我をしたり、家を失ったり
する経験をした人たちはそれをどのように乗り越えていくのだろう。野田村で
は、災害からの復興に向けて活動する中で、来年で 10 年という時間が経ち、ハー
ド事業はほぼ完了しているが、心のケアへの課題は残っているようだ。心の復
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写真１：オンライン講義の様子

写真２

オンラインインタビューの画面

興のために、被害の当事者が自らできることは何か、コミュニティやボランティ
アなどの周りの人たちができることは何か。今回の講義やインタビューを通し
て、野田村の人々の生きる力を強く感じることができたが、一方で、心のケア
の必要性と具体的な支援方法が求められると思った。そして、外舘尚樹さんの
インタビューでは、飾りのない率直さと人情の厚さを感じた。外舘さんのイン
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タビューが終わってからは、野田村に行ってみたいという気持ちがより強く
なった。海も見てみたい、ホタテも食べてみたい、野田村の人々に会ってみた
くなった。これから現地訪問の機会があれば、行ってみたいと思っている。オ
ンラインフィールドワークを通して出会った野田村の方々に直接会ってみたい
し、野田村の自然と文化、歴史を自分の目で見て、体と心で感じてみたい。
（言語文化研究科

日本語・日本文化専攻

李秀珍

いすじん）

（2）自然体で録画できるオンラインインタビュー
オンラインではあったが、保護者としての立場から外舘尚紀さん、小学校支
援員としての立場から小林友美さんのお二人にインタビューをすることができ、
野田村の子育てや教育の一端を知ることができたことは、たいへん意義深いと
思う。お二人は立場こそ違うが「この地域で生きていきたい」と思えることこそ
が、
「次世代の地域を担う人材確保につながる」という共通の認識をもってい
らっしゃった。
今回の体験から、対面でできないと嘆くだけでなく、オンラインでも聞き
取りができ、このような状況でも距離や空間を飛び越えて様々な人にインタ
ビューができる可能性が広がったとみることができよう。また、今回のインタ
ビューで特にプラス面であったのは、ビデオ撮影が自然と行われたことでもあ
る。今までの経験上、ビデオカメラをセットして、インタビュイーにカメラを
向けて話していただいたことが何度かあり、自分も反対にビデオカメラにおさ
められる体験をしたことがある。その緊張感や微妙な空気感は、それぞれの距
離が近く、また人数が複数であることで、ふだんの姿からどんどん遠のき、本
来の思いや言葉を語ってもらうことや発することが、難しいと感じたことが
あった。
しかし、オンラインでは録画を意識することもなく、お互いが安全な形態で
の対話をし、そのビデオを見直すことで、リアルタイムでは気付かなかった外
舘さんや小林さんの表情、声の大きさ、想いの深さにもう一度出会い直すこと
ができ、再考することができた。
今回の聞き取りから見えてきた震災教育や地域学習に代表される野田村の教
育的取り組みは、震災直後から現在まで少しずつ形を変えながら継承され、子
どもたちの中に郷土愛や防災の意識を根付かせている。その教育の中心となっ
ているのが学校であり、震災後から現在に至るまで地域の人々をつなぎ、重要
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な役割を果たしている。そして、子どもたちが地域の未来を支える一員として
活躍するために、子どもと地域の産業をつなぐ役割を果たすことの重要性が、
お二人の語りから浮かび上がってきた。たった 1 時間のオンラインインタビュー
ではあったが、その 1 時間はたいへん有意義な時間であった。
そして今回の貴重な体験から、私はコロナ禍が終息したら、様々な魅力をも
ち、復興に取り組む野田村をぜひ訪れてみたいと強く感じた。
（人間科学研究科

教育文化学

桶河優子

おけがわゆうこ）

（3）これまでの関係性の大切さを感じた
私は調査としてインタビューを行うことがほとんど初めてだったこともあり、
ましてオンラインで初めて会う人へインタビューを行うなんて「本当にできる
のだろうか？」と不安な気持ちでいっぱいだった。しかしながら、野田村の方々
はオンラインでも私たちのことを温かく受け入れて下さり、思っていた以上に
たくさんのお話を聞くことができた。これは、野田村の方々のご協力はもちろ
ん、これまでこの授業を受けてきた先輩方や先生方が、野田村と築いてきた関
係性があったからこそできたことだと思う。以前にこの授業を通して学生から
インタビューを受けたことのある方は特に、こちらの意図を理解して回答を準
備して下さっていたことなどからも、これまでの関係性の大切さを感じた。ま
た、先輩方が積み上げてきた報告書も、最初にインタビューを行う上でどのよ
うな問いを中心に伺うかなどを考えるときに非常に参考になった。一方で、こ
のようなこれまでの積み重ねがなかったならば、オンラインでのインタビュー
はとても難しいものになっていたのではないかと思う。ビデオの機能によって、
話をしている時の相手の表情や動きを目にすることはできたとしても、相手が
住む街の様子や背景などはなかなか感じ取ることが難しい。60 分 1 回のビデオ
通話で伺えること、感じ取れることは、やはり限られていると感じた。もちろん、
今回のインタビューで野田村のことを以前よりもずっと多く知ることはできた
と思うが、新型コロナウイルスの流行が落ち着いたらぜひ野田村に足を運んで
みたいと思う。また、野田村での今後の課題に「心の復興」が挙げられていたが、
外部の人である私たちができることとして、今回限りの関係ではなく、少しず
つでも野田村との関係性をもち続けることが大事であると思った。せっかくこ
の授業を通して野田村を少しだけ知ることができたのだから、これからも野田
村に行ったり、野田村の美味しい食べ物をいただいたりして野田村との関係を
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もち続けていけたらいいなと思う。
（人間科学研究科

教育制度学

中丸和

なかまるなごみ）

（4）オンラインの課題を克服するためには調査者側に努力が必要
今回のオンラインフィールドのワークを通した率直な感想は、
「思ったより
できた」というものである。なぜならば、実施前はそもそも「オンラインフィー
ルドワーク」という言葉自体が一種の矛盾を孕むものであり、本当にインタ
ビューが成立するのかといった不安を抱いていたからである。しかし、その不
安とは裏腹にインタビュイーの方々は、初対面であることに加え画面越しにも
関わらず、私たちの質問一つ一つに真摯に向き合い回答して下さった。この成
功要因を考察すると、これまでに先生方や先輩方が築いて下さった野田村の
方々との信頼関係が大きな要因であることに気付かされる。インタビューを引
き受けて下さった方の多くが本授業並びにフィールドワークに理解を示してい
ただいており、ある程度こちらの意図を汲んでいただいているからである。こ
の点に関しては、オンラインフィールドワークの可能性と呼べるものであろう。
つまり、事前に関係性が構築されている対象者であれば、オンラインフィール
ドワークを通して得ることのできるデータはある程度信頼できるものであると
言える。
一方で、オンラインフィールドワークの課題も浮き彫りになった。それは、
得ることのできる情報が非常に限られている点である。今回は Zoom という
ツールを用いたが、そこから得られる情報としては、相手の声と表情のみで
ある。これはインタビュー調査の情報としては十分であるかもしれない。しか
し、フィールドワークとは本来、対象者の背景や周囲の人間関係、生活環境など、
五感を使って相手のことを知るものである。また、インタビューの際は、その
前後の何気ない会話から様々な情報を得ることができ、ときにそれが非常に重
要な意味をもつ場合がある。今回はこのようなフィールドワークや対面インタ
ビューの醍醐味とも言える部分の情報収集に限界があった。この点に関しては、
オンラインフィールドワークの課題であると言える。
そのため、今後のオンラインフィールドワークにおいては、これらの課題を
克服していくための調査者側の努力が求められると考える。例えば、事前交流
の機会の創出である。前半に述べたオンラインフィールドワークの可能性にお
いても、対象者との関係性の重要性が考察された。このように、フィールドワー
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ひととなり

クという形ではなく、お互いの為人を知る機会を創出することができれば、事
前にある程度の関係性を築くことができ、それらから得た情報の精度を高める
ことができる。
（人間科学研究科

国際協力学

小松勇輝

こまつゆうき）

（5）想像と現実の距離を近づける
一度も訪れたことのない場所に向かうとき、人は不安と期待に胸を膨らませ
る。日々の生活からの解放を味わえる非日常的な空間に冒険心が煽られると同
時に、慣れない場でのアクシデントに対応出来るかという心配を拭いきれな
い。そのために情報を集め、その場所に対してあらゆる想像を働かせるのであ
る。想像で頭をいっぱいにして、その場に向かうのだが、想像通りではあっても、
全く一緒であったことなどあろうか。
詳細で正確な情報を大量に収集して得たものと、実際に自身の目で見て触れ
て感じたもの、そこには必ず違いがある。後者により価値を見出しているのが、
なにより「フィールドワーク」なのだ。フィールドワークとは、実際に現場に赴
き、そこで暮らす人々が見ているものを、五感を通じて体感することで、その
人たちの生きる社会、その社会に対する意味づけを理解することに価値が見出
される。それをせずに（新型コロナウイルス流行下のためしょうがないことな
のだが）
、一体野田村の何を理解出来たと言えるだろうか、それがオンライン
フィールドワークを終えて、一番に感じた疑問である。写真で見る野田村と自
身の目で見る野田村、画面越しのインタビューで掴む情報と実際に同じ空間で
言葉を交わしながら聞くことの出来る情報、それぞれにおいて、どちらが物事
の本質に迫っているかは明らかである。その土地がもつ歴史や伝統、自然や空
気感を、身をもって体験した上で書かれる報告書こそがよりリアルなものとし
て認められるはずだ。
ただ、現場に行かないことに対して全否定の立場をとるのかといえばそうで
はない。私たちは、現地に行けないという不利を補うため、過去に野田村に行っ
た先輩方が書いた報告書、ホームページ等で公開されている情報を必死に掻き
集め、オンラインでのインタビューにおいては、事前にインタビュイーの把握
やインタビュー項目の確認を怠らなかった。また、インタビュイーの人となり
も知らないため、失礼なことを言わないように慎重に言葉を選んだ記憶がある。
現場に行っていたとしても、前もって同じことはしていたであろうが、その準
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備にかける熱量とそこから生まれる想像力の大きさは違っていたはずだ。たし
かに想像と現実は異なる。しかし、現場に行けない状況下で、客観的な情報を
整理して理解し、相手と同じ目線に立とうという、寄り添いともいえるあたた
かい営みが行われたとき、想像と現実の距離は近づけられるのではないだろう
か。
（人間科学研究科

未来共生学

藤内千浩

ふじうちちひろ）

（6）難しいインタビューであった
インタビューをオンラインフィールドワークで実施することについては、関
西から東北までの非常に遠い距離を一気に縮めることができ、とても便利な手
段だと思う。しかし、やはり初対面の人にオンラインでインタビューするのは、
若干気まずくなってしまうし、心の距離はあまり縮まらないと思った。それに
加えて、現地に行ったことがなく、フィールドワークの経験もない私にとって
は、事前調査の際に、
「なんでこうしないのか、ああいう風にしたらいいじゃん」
といった考えが止まらなかった。しかし、自分の考えをそのまま質問として出
すのは気まずいと感じ、どのような質問をしたらいいのか、自分の考えをどの
くらい相手に伝えていいのかなど、いろいろと迷う部分があった。インタビュー
後の振り返りの際には、「これはもっと深く質問したほうが良かった」という自
分の力不足と、貴重なチャンスを逃したことへの後悔を感じた。
したがって、今回のオンラインによるフィールドワークは、コロナ禍での良
い解決策だとは思うが、私にとっては難しいインタビューとなった。特に、質
問の技術やインタビューの進行などは、現地に行く場合より大きな課題になる
と感じた。
（法学研究科

法学・政治学先行

鹿沁雨

るーちんゆ）

（7）現地に行くこともなく報告書を書くことが残念
まず自分の研究者としての力量不足を痛感した。私は学部生の時に、授業の
課題として観光地を訪れた外国人観光客にインタビューをしたことがある。し
かし、調査と呼べるような立派なものではなく、準備もそこそこにしかしてい
ないようものであったので、今回のオンラインフィールドワークが私にとって
事実上、初のフィールドワーク調査だった。事前に班のメンバーと自分たちが
何を知りたいのか、その情報を得るためにはどういった質問をするべきかとい
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うことを議論をし、どのようにインタビューを進めていくかなども話し合って
準備を整えたつもりだった。しかし、実際に行なってみると、回答者が答えに
くい抽象的な、または焦点を絞りきれていない質問が多く、回答者が答えに困っ
ている様子が多々見られた。また、質問をすること、考えること、情報を得る
ことに必死になってしまい、相手のことをきちんと考えながらインタビューを
進めることができていなかったのではないかと、あとから反省した。これらは
準備不足というのもあるし、自分の経験が浅いことも大きな原因だと思う。た
だ、できなかったことを反省するだけでなく、むしろ修士１年の夏という段階
でこのような経験をできたとプラスに捉えて、これからの自分の研究に活かし
ていきたい。
今回のフィールドワークでは、インタビューに応じてくれた人たちの想いを
オンラインでありながらも強く感じることができた。家や職場が流され、家族
を失った人もいるだろう。それでもこの 10 年間、村の発展のために尽力し続け
てこられた。そして今も、村の発展のために何かできることはないかと考え続
けている村の人々を、素直に尊敬する。初日に講義をして下さった貫牛利一さ
んと小野寺修一さん、私たちの班がインタビューを行った平谷東英さんと大沢
幸正さん、どの方も初対面の私たち学生に、それもオンラインという不慣れな
環境であったにも関わらず、自分たちの考えや想いを伝えようと真剣にお話を
して下さった。そのことに対してとても感謝しているし、だからこそ、現地に
行くことなく報告書を書くことを残念に思う。このコミュニティ・ラーニング
の授業では、先生方はもちろん、野田村の方たちにも大変お世話になった。今
回は現地訪問を諦めることになってしまったが、もし機会があればぜひ野田村
を訪問し、実際に村の人々と対話をしたいと思う。
（人間科学研究科

国際協力学

太田朱里

おおたしゅり）

（8）拙速に答えを聞こうとするその姿勢を反省
最も印象に残ったのは、平谷東英さんが率直におっしゃっていた「震災後 10
年どう変わりましたか？とよく聞かれる、でも、そんなこと簡単に答えられな
い。」という言葉だった。震災で命を失われた方もいらっしゃれば、家や仕事を
失われた方など、「被害」と一言でいってもそこには一人ひとり様々な状況があ
る。そのことから、とかく私たち外から入らせていただく者は簡単に「答え」を
求めようとしてしまうが、震災の甚大な被害、そこからの 10 年という長い年月、
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そこにはあたりまえのように一言では語りつくせないストーリーがあり、自分
自身の拙速に答えを聞こうとするその姿勢そのものを反省させられた。
ただ、そのような中でもお二人とも笑顔で誠実にインタビューにお答えいた
だいたことには感謝しかない。
「コロナがおさまればぜひ野田村に来てほしい」
とおっしゃっていたように、この状況が収束すればぜひ家族で行ってみたいと
思う。
（人間科学研究科

未来共生学

岡本工介

おかもとこうすけ）

（9）インタビューとは言葉の交流だけではない
一度も行ったことがない場所であるにも関わらず、話し伺うなかで、野田村
が目の前に現れるように感じたことに驚いた。先生方や先輩方のおかげで、信
頼感に満ちたインタビューを行うことができた。深く感じたのは、人とのつな
がりは空間の距離を乗り越えることができるということだ。本当に感謝してい
る。
最も印象に残っているのは、野田村の人々の強い生きる力である。地震と津
波で家を失い、仕事を失い、さらに家族を失ってしまう可能性もあった。それ
にもかかわらず、野田村の方々は、ポジティブな態度でそれらの苦難を受け止
め、新しい生活を始められるように頑張ってきた。平谷東英さんが仰っていた
ように、今まで何もしていない人はおらず、それぞれが自分の責任感をしっか
りともって、自分の目標に向けて一生懸命に頑張ってきたのだと思った。その
ような強い意志を尊敬している。
また、もう一つ感じたのは、個人の運命と村の運命との強い繋がりである。
平谷さんや大沢幸正さんは、村のことを話している時も自分の人生を語られて
おり、逆に、自分のことを話している時も村の発展を語られている。そのよう
な印象を強く受けた。それは、まさに集合体の意義だと思う。私たちはすでに
個人化の物語に慣れてしまっているかもしれないが、実は村という集合体は、
依然として影響力をもっているのではないかと考え始めた。
今回の経験からわかったのは、フィールドワークやインタビューとは、言葉
の交流だけではないということである。一人の研究者あるいはジャーナリスト
として、私はインタビュイーの生活を送る環境ともコミュニケーションをして
いると思う。また、相手の言葉だけではなく、相手の表情、動作、そして私と
の相互作用などにも留意すべきだと考えられる。
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また、相手と対話することは、自分の世界観を振り返って見ることにも繋が
るだろう。一見すると、平谷さんや大沢さんに質問しているにもかかわらず、
実は自分の人生を問うているのではないかと考えられる。つまり、フィールド
ワークは、実験やデータ分析とは違って、研究者の意志や世界観などを取り除
くことができない。そういったことを改めて意識した。
現地訪問することの意味とはなんだろうか。情報を得るため、
人間とのコミュ
ニケーションだけではなく、街、建物、食べ物などとのコミュニケーション
が重要であるから、現地訪問が重要視されていると考えられる。しかしながら、
今回わかったのは、逆に、オンラインでインタビューをすることで、人とのつ
ながりを改めて深く意識することができるということである。距離があるから
こそ、繋がりの強さが感じられるだろう。
（人間科学研究科

コミュニケーション社会学

ZHANG XIAOBING ちょう

しょうびん）

（10）
オンラインは調査手段として使えるが現場訪問に置き換えることはできない
インタビューで最も印象に残ったのは、異なる年齢層の人たちの故郷に対す
る感情と故郷の未来に対する期待である。また、野田村の人々の活力も感じた。
野田村では、震災後に全員が迅速に救援活動に参加し、野田村を一歩一歩良い
場所にするために外部のボランティアと積極的にコミュニケーションを図った。
また、誰もが自分のことを考えるだけでなく、常に野田村の発展を気にかけて
いる。野田村については写真と動画でしか知らないが、お二方からのお話を聞
き、野田村の魅力を感じることができた。山と海が共存する自然の景観、歴
史のある鉱山、そして温かくフレンドリーな野田村の人々などさまざまである。
このようなことから、この小さな村も確かに地域過疎化の問題に直面こそして
いるが、活気のある場所に違いないと思った。
インタビューの時間は短いものであったが、非常に貴重な経験であった。現
地に行けないからこそ、現地訪問の意味も感じた。オンライン調査は非常に便
利で、時間と空間の制約がほとんどないと考えられるが、オンライン調査は想
像しているよりも簡単なものではないことがわかった。例えば、リモートサ
イトの保証、アンケートやインタビューを受け入れてくれる人を探すことなど
が難しいだろう。今回のオンラインインタビューがスムーズに実施できた理由
は、過去 10 年間の先生方と先輩方の努力があったからである。長年努力を重ね、
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相互に信頼しあう関係があったことで、インタビューを受け入れてくれた人も、
サポートをしてくれた人も保証することができた。上記の課題以外にも、実際
に現地に行っていないため、後で内容を確認し、まだ質問すべきことや完全に
理解していないことがあったとしても、補足する方法がないということが課題
として挙げられると思う。やはり現地訪問をすることで、調査および研究対象
をより深く理解し、より良い研究を行うことができるだろうと考えている。前
述のことから、フィールドワークにおいてはオンライン調査を手段として使い
始めても良いが、それでも現場訪問に置き換えることはできないといえる。機
会があったら、ぜひ野田村に行って、地域の自然や文化、風習などを体験したい。
（人間科学研究科

国際協力学

ZENG LIRU そうりじょ）

（11）現地を訪問して、同じ視点、同じフィールドに立てたと感じた
私は、3 日間のオンラインフィールドワークと 3 日間の現地訪問を通して、
現地に行くことができた喜びと野田村の皆さんに会えない寂しさの両方を経験
した。
オンラインでのインタビューを振り返ると、やはり「難しかった」という感想
が一番に浮かぶ。精一杯やっていたつもりだったが、あとで映像を見返してみ
ると、きちんと聞き取れていなかった言葉や、汲み取れていなかった想いがい
くつもあったことに気付いた。相手が目の前にいれば、わからない言葉をすぐ
に聞き返したり、相手の微妙な表情や言葉のニュアンスを感じ取ったりできた
のかもしれないが、オンラインのインタビューではそれが難しかった。
また、決められたスケジュールの中で行うインタビューは、始まりはとても
慌ただしく、終わりはとてもあっさりとしていた。限られた時間の中でなるべ
くたくさんの話を聞かなければと考えてしまい、自己紹介など時間をかけてお
互いへの理解を深められないまま、すぐに質問を投げかけてしまった。そして、
私たちの班のインタビューが終われば、またすぐ次の班のインタビューが始
まってしまうため、時間が来たら席を離れなければならなかった。それがすご
く寂しかったし、一方的に聞きたいことを聞いて終わるようで、とても申し訳
なく感じた。一方で、先生方は Zoom を介して顔を見ているだけで、インタビュ
イーの方々がどのようなことを考えているのか、何を言わんとしているのかが
何となく分かると仰っていた。先生方のように、相手の普段の様子も何となく
分かっていて、同じ景色を思い浮かべながら話ができるという関係性がある場
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合は、オンラインでのインタビューも充実したものになるのかもしれない。し
かし、我々には、それがとても難しいことであった。
野田村を訪れる前と後で大きく変わったのは、野田村の方々が見ている景色
や日々の暮らしの様子を実際に見たことで、やっと同じ視点、同じフィールド
に立てたと感じられたことであった。インタビュー時は、自分はまだ異なる
フィールドにいる完全なよそ者でしかないと思っていたが、訪問を経て、少し
野田村の人々に寄り添えたような気がした。オンラインでもインタビューは成
立したし、実際にたくさんのお話を伺うことができた。でも、そこで聞いた話
のより深いところやその語りが出てきた背景を理解する、あるいは、聞いた内
容を自分の目でも確かめるということは、現地に行かないとできない。これら
の点がフィールドワークにおいて現地を訪問することの意義ではないかと私は
考えている。
また、これらの学びはオンラインフィールドワークという形であったからこ
そ得られたものだと言える。つまり、現地に行けなかったからこそ、これまで
は当たり前に行っていた現地訪問の意義を改めて考えることができたのだ。い
つか、受講生のみんなと野田村を訪れて、お世話になった方々に直接感謝の気
持ちを伝えたい。
（人間科学研究科

臨床死生学・老年行動学

菊地亜華里

きくちあかり）

（12）笑顔を見た時、距離が縮まり、繋がりを感じた
オンラインの利点は、遠くの人と簡単に繋がり会話が出来る点である。私た
ちの班は、コミュニティ・ラーニング実施前の打ち合わせを、何度か Zoom を
用いて実施した。お互いの空いている時間に好きな所から参加出来るため、非
常に便利な方法であると考えていた。
しかし、オンラインインタビューでは、その手軽さが裏目に出ている様に感
じた。離れていても簡単に繋がれるという手軽さ故に、初めてお会いするイ
ンタビュイーとの関係性構築の困難さや対話を深める上での限界を実感した。

Zoom というツールを用いてしか繋がっていない危うさ、画面越しでしか話す
事が出来ない物理的距離感や、インタビューを終えると画面にはもう相手がい
ない寂しさがあった。また、オンラインインタビューでは、質問者以外はパソ
コンで書記を務め、表情や相槌はどうしても伝わりにくい。一方、対面インタ
ビューでは、空気感や時間を共有する事が出来、同じ空間にいる安心感や繋が
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りを創出出来る。また、お互いの表情や相槌を直に感じる事により、より深い
対話が出来る。
上記の様なオンラインの課題を実感した私たちは、2 回目のインタビューで
は、ただインタビューをするだけではなく、関係性を構築し対話の場を作りた
いと考え、「くるびあじがする」
（野田村の方言で「美味しい」という意味）パネル
を作成した。パネルを用いて貫牛さんから頂いた野田村の物産品の感想を伝え
た時、弐又みちさんは満面の笑みを見せてくれた。その笑顔を見た時、大阪と
野田村という距離が縮まり、繋がりを創出できた様に感じた。
このようにオンラインで繋がりを創出した時、改めて現地訪問する意義を
見出した。オンラインで創出される繋がりは、Zoom というツールを介すな
ど、何らかの仲介があっての繋がりである。しかし、現地に訪問するという事
は、同じ空気を吸い、同じ気温、天気のもと過ごし、同じ土地の物を食べるな
ど、直接的な繋がりを創出できる。今回私は野田村に訪問する事が叶わなかっ
た。それ故、現地訪問中の班の 2 人と電話をして、野田村の様子などを教えて
もらった。しかし、野田村の気温、天気、食べた物の詳細や、テレビ電話で外
の様子を見せてもらっても、野田村を直接実感する事は出来なかった。野田村
に自分の足で踏み入れ、空気を感じ、波音を聞き、くるびあじがするご飯を食
べて、初めて野田村を実感出来る。そして、同じ時や空間を野田村の方々と共
有する事で、深い繋がりが創出でき、そこにこそ現地訪問の意義があると考えた。
（人間科学研究科

未来共生学

副島明日香

そえじまあすか）

（13）フィールドワークでは、オンラインと現地訪問が相互補完関係に
私の研究分野は基本的に実験動物を相手に実験室内で完結してしまうため、
インタビューはおろかフィールドワークすら経験したことがないという状態
で、今回のオンラインフィールドワークに臨むことになった。初めてのインタ
ビューとなった小谷地勝さんの時には、正直どのようにインタビューを行えば
いいのかわからないまま行なった。そして、沈黙の時間に耐えられず、同じよ
うなことを繰り返し聞いてしまったりもした。直接お会いする形でのインタ
ビューであれば、何気ない会話をしたり、あるいは沈黙の時間もある程度その
場の空気でなんとかなったりしたのかもしれない。こうしたところがオンライ
ンの難しさなのかもしれないと感じた。
弐又みちさんのインタビューはそうした反省を踏まえ、メンバーの名前や「く
未来共創 第 8 号（2021） 289

るびあじがする」というフレーズを大きく印刷したものを用意したりするなど
して、できる限り工夫した。オンラインでは表情が伝わりにくく、また、映像
も限られた範囲しか映されていないため絵面が変わらないという難しさがあっ
た。何かパッと見て伝わりやすいものや共感を伝えることができるもの、例え
ば、SNS でいうスタンプのような使い方ができるパネルみたいなものを用意し
ておくと、オンラインフィールドワークではいいのかもしれない。
実際に現地を訪問すると、オンラインフィールドワークで得た知識は残念な
がら断片的なものであったことを実感した。現地では、荒海団が地域住民の中
に根付いていると感じたし、震災による被害の重大さも痛感した。訪問後に改
めてインタビューの記録を振り返ると、初めに聞いた時とは全然違うように感
じたり、なるほどと腑に落ちたりするポイントがいくつもあった。
以上のように、やはりフィールドワークを行う上で、現地に行くことに勝る
ことはないと思う。その一方でオンラインがもつ可能性も感じた。今回私たち
は初対面の状態でインタビューを行なった。このような状態では、相手の視点
に立って物事を捉えることはとても難しく、また、関係構築も難しい。しかし、
ある程度関係を築けている相手となら、オンラインでも色々とできることはあ
るのかもしれない。オンラインの最大の長所は、いつでもどこでもできるとい
うところにある。現地に行くフィールドワークは時間もお金もかかるが、オン
ラインだと今までよりも頻繁に連絡をとることが可能になる。関係構築にオン
ラインを利用することは難しいが、例えば、近況報告に用いるなど、頻度とい
う意味ではオンラインを利用することで今まで以上に密接なコミュニケーショ
ンをとることができるようになるだろう。将来的に、オンラインでのコミュニ
ケーションにさらに工夫が加わることで、現地訪問と相互補完しながら、フィー
ルドワークが行われていくようになるのではないかと思っている。
（人間科学研究科

行動生理学

濵田 理志

はまださとし）

３．おわりに
フィールドワークの意義は、人と人とのつながりの中で学ぶこと、そして離
れていても現地に想いを馳せられるようになることであると思う。コミュニ
ティ・ラーニング 2020 は、オンラインであってもその一端を経験する機会にな
り、たくさんの学びを得ることができた。これは大きな成果である。では、な
あの日から 10 年、野田村の想い 290

ぜオンラインであってもフィールドワークが実現できたのであろうか。
野田村のみなさんはこの 10 年間、村の復興に向けて、一人ひとりが想いをも
ち、できることを一生懸命に取り組んできた。だから、言葉だけではない気概
のようなものが、2 次元の画面越しであっても声や表情を通じて伝わってきた。
また、大阪大学は野田村にサテライトを設置し、毎月セミナーを開いたり、村
民有志のイベント放送活動を手伝ったりと、野田村の復興に、外部者として寄
り添ってきた。そして、このコミュニティ・ラーニングという授業は、野田村
のみなさんと大阪大学が、7 年以上かけて共に創りあげてきた授業である。だ
からオンラインであっても、新型コロナウィルスに負けずに今年も実現できた
のだ。
新型コロナウィルス感染症が終息し、学生たちと一緒に野田村を訪問する日
が一日でも早く訪れることを願うばかりである。最後に、コミュニティ・ラー
ニングの実施にあたってご協力いただきましたチーム北リアス現地事務所長貫
牛利一氏をはじめ野田村のみなさまに、心より感謝申し上げる。

写真３：コミュニティ・ラーニング 2020 受講生と教員
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コロナ時代に考える多文化共生
まなびのカフェのイベントを通じて

小笠原 理恵 大阪大学大学院人間科学研究科
木村 友美 大阪大学大学院人間科学研究科
坂口 ピーター 公益財団法人箕面市国際交流協会
ゼア・ローズ 箕面市国際交流員
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1. はじめに
本稿では、公益財団法人

面市国際交流協会と大阪大学大学院人間科学研究科

附属未来共創センターの共同イベントとして開催された
「まなびのカフェ」
につい
て報告する。まなびのカフェは、未来共創センターが大学外の団体や組織ととも
に運営する交流型の公開講座である。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、例年通りに皆が集って学び合う場を共有するスタイルでの実施は叶わ
なかったが、オンラインでのイベントとして実施することが検討された。公益財
団法人

面市国際交流協会の担当者であった坂口や、大阪大学大学院人間科学研

究科の担当教員である木村、小笠原を中心に、新型コロナウイルス感染症の影響
で新たな問題が浮かび上がっている多文化共生をテーマにすることが議論された。
そして、
「コロナ時代に考える多文化共生」をテーマに、2020 年 11 月 28 日にオン
ラインで開催された。小笠原とともに、 面市国際交流員の

ア・ローズ、および、

クラウディア・エリウス・オセゲダ・フィゲロアが、新型コロナウイルス感染症
の流行における世界各国の対応等に関して話題提供を行った。参加者はスタッフ
を含め 30 名を超え、留学生を含む 8 か国の出身者らが集って、コロナ禍におけ
る問題や状況について意見が交わされた。開催概要は、下記の通りである。

まなびのカフェ「コロナ時代に考える多文化共生」
概要：
新型コロナウイルス感染症拡大における世界の状況、日本社会に暮らす外国人の
方々の抱える困難、文化・習慣や価値観の理解について、共に考え、語り合う場
をつくる。3 名の講師らによる話題提供、および、グループに分かれてコロナ禍
での困難などを共有しあうディスカッションをおこなう。
日時： 2020 年 11 月 28 日（土）14:00 ～ 16:00
講師：小笠原理恵 （大阪大学大学院人間科学研究科助教）
ア・ローズ （

面市国際交流員、ニュージーランド出身）

クラウディア・エリウス・オセゲダ・フィゲロア （

面市国際交流員、

メキシコ出身）
実施方法： Zoom を用いたオンラインによるセミナー
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オンライン会議システム
zoom での開催です！

ま な び の カ フ ェ

コロナ時代に考える多文化共生
新型コロナウイルス感染症の流行により、日本に住む外国人市民にとっても、さまざまな影響が
ありました。情報へのアクセス方法、支援制度の複雑さ、差別的なまなざし…姿の見えない
「ウイルス」に対して、私たちはどのように評価し、立ち向かっていけばよいのでしょうか。
ともに考え、語り合いましょう。
14:00～15:00
15:00～15:10
15:10～16:00

講師3名からの発表、話題提起
休憩
パネルトーク、グループディスカッション

（ブレイクアウトセッション機能を使用します）

講師：小笠原 理恵
大阪大学大学院人間科学研究科助教。ユネスコチェア事務局。
アメリカと中国で看護師、医療通訳としての勤務歴を持つ。著書「多文化共生の医療社会学
中国帰国者の語りから考える日本のマイノリティ・ヘルス」など

講師：ゼア

ローズ

箕面市国際交流員として、2019年より勤務。
ニュージーランド・クライストチャーチ市出身

講師：クラウディア エリウス オセゲダ フィゲロア
箕面市国際交流員として、2019年より勤務。
メキシコ・クエルナバカ市出身

日時：
定員：
参加費：

１１月２８日（土） 14:00～16:00
40名（申込み先着順）
無料 参加にはインターネットに接続されたパソコン、スマートフォン等が必要です。
お申込み方法
左記ＱＲコードより、お名前、メールアドレスなどをご登録ください。
セミナー当日までにＺｏｏｍミーティングルームのＵＲＬをメールでお送りします。

主催：

共催：公益財団法人 箕面市国際交流協会

図1

まなびのカフェのポスター

図2

当日の実施の様子
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２．箕面市国際交流協会と新型コロナウイルス感染症対策の取り組み
公益財団法人

面市国際交流協会は、その英語名 Minoh Association For Global

Awareness の頭文字をとって、MAFGA の名称で住民に親しまれている。1992 年
に

面市の外

団体として設立されて以降、多文化共生に関する多様な取り組み

を実施している。

面市に暮らす外国人は、市の人口の約 2％にあたり、その出

身国は約 90 か国におよぶ。外国人市民に向けた支援として日本語教室、多言語
での情報提供、生活相談など、外国人市民からの様々な相談にスタッフが乗る槜
口の支援や、外国にルーツをもつ子どもの居場所づくりおよび学習サポートな
どが無料で実施されている。さらに、特徴的な取り組みとして、MAFGA の施設
内にコムカフェ（comm cafe）という喫茶・レストランが設けられており、昼食時
には日壐わりで多国籍の料理を食べることができる。このコムカフェでは、ワン
デイシェフ・システムという登録制の日壐わりシェフの仕組みを取り入れており、
必ずしも料理のプロではない外国人市民たちが日壐りでシェフとなり、自国の家
庭料理や

物を提供している。

新型コロナウイルス感染症に関する情報発信という点においても、MAFGA が
担う役割は大きい。MAFGA が運営しているウエブサイト「みのお多言語ポータ
ル」では、支援に関する様々な情報が入手できるようになっている。さらに

面

市と共に、新型コロナウイルス感染症に関する情報を多言語で幅広く発信するた
めの取り組みを実施している。例えば、困

している市民向けの壗付や給付の支

援策の情報を多言語に翻訳して発信している。多言語による生活相談槜口では、
外国人市民が抱えるコロナ禍での困りごとの相談にも随時対応している。

３．話題提供
コロナ時代における多文化共生 （小笠原理恵）
世界各国・地域では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における取り組
みが多種多様に行われている。今回の学びのカフェでは、最初の話題提供として、
感染拡大初期からの国内の取り組みを振り返るとともに、特徴的な取り組みをし
てきた中国、スウェーデンそしてアメリカ合衆国を取り上げた。
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中国は COVID-19 の発生が最初に報告された国である。2003 年に発生した

SARS（重症急性呼吸器症

）と 2009 年に発生した MERS（中東呼吸器症

）

の教訓を生かし、COVID-19 における中国政府の対応はこれまでになく素早かっ
たといえる。武漢市で原因不明の济

患者の発生が報告されてから、特定伝染

病の指定、緊急特別榭置の決定までを約 1 か月で成し遂げ、その絑日には武漢市
及びその周辺地域を封鎖した。緊急特別榭置の主目的は、陽性者が治療を受け
た場合に医療費を公費補助することにあるが、COVID-19 では特定伝染病の指
定と同時に決定された。SARS では特定伝染病の指定に約 4 か月、さらにその約

1 か月後にようやく中央政府から地方政府に生活困 者に対する榭置を求める通
知が入るような状態であったのに比べると、今回、中国政府が COVID-19 の対
策に尽力した様子がよくわかる。そうした強固なトップダウン政策の下、世界保
健機関（WHO）がパンデミック宣言を出した 2020 年 3 月 11 日、中国国内は新規
感染者数がわずか 31 人（WHO COVID-19 Dashboard）に落ち着いていた。続い
て、上海市にある在留外国人を対象とした外資系クリニックの状況を取り上げ
て、当時の様子を概観した。在留日本人を対象としたある日系クリニックでは、

COVID-19 が特定伝染病に指定されたのを受けて直ちに休棼を余儀なくされ、
全面的な棼療再開ができたのは 4 月に入ってからだった。棼療が再開されてから
も、患者が病院内に足を踏み入れる前には、玄関先でのトリアージが行われてい
る（図 3）。検温と手指消毒に加え、パスポートの提示、承売書の提出、そして接

図 3 真夏でも完全防備でト
リアージする病院スタッフ

図4

上海のCOVID-19
追跡アプリ
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触確認アプリ「随申码」の QR コードの提示が求められている（図 4）
。体温 37.3 度
以上で呼吸器症状のある患者を棼察することはできず（6 月以降、小児は対象外）
、
こうした患者には上海市が指定する発熱外来を紹介している。なお、入り口での
トリアージは、中国国内の感染者数等から見ると状況は十分落ち着いていると思
われる 2020 年 12 月現在も続いている。
人口約 1,000 万人のスウェーデンは、高福祉国家で知られている。WHO の
パンデミック宣伝によって近隣諸国をはじめとするヨーロッパ諸国は都市封鎖
（ロックダウン）を行ったが、スウェーデンは自主的な判断から同様の対策を取ら
なかった。衛生基準を守ること、自主的な判断で対人距離を確保すること、大規
模な集会は行わないこと、高齢者施設を訪問しないようにすることなどの注意
起は行ったが、企業の活動や商侂の営業は容認した。また、高校・大学はオン
ライン授業に変更したが、16 歳以下は普段通りの登校が継続された。他国に比
べて緩い政策だったにもかかわらず、WHO COVID-19 Dashboard でスウェー
デンにおける感染者数および死者数の推移をみると、第 1 波の収束以降、絋口
までは確実に感染拡大が抑え込めている。2020 年 7 月 31 日付 Newsweek 誌 1 も、
「

州各国で感染が急増するなか、『集団

戦略』のスウェーデンは収束へ」と

報道している。スウェーデンでは、第 1 波の際の大きな反省点として、高齢者
ケア施設でのクラスターの発生が指摘されている。7 月 31 日時点での死者数は

5,739 人に上っており、これは人口 10 万人あたりの死亡者数で世界第 8 位であっ
た。そしてその 9 割以上が、70 歳以上の高齢者であった。高齢者の死亡が多い理
由には、スウェーデンの医療体制にその一因が考えられる。スウェーデンでは、

COVID-19 発生に関係なく、従来から、医療崩壊を防ぐために ICU 治療の適応
が厳しく規定されており、適応は年齢相応に元気な 80 歳以下の患者（80 歳以下
でも余病があれば 80 歳以上と同様）とされている。平時であれば、空床がある場
合には規定を適応する必要はないが、COVID-19 パンデミックに伴って、通常
よりも線引きが厳格になっていたという（5 月 7 日付 Forbes Japan）2。年齢による
患者の選別は日本の医療では考えられないことであるが、スウェーデンでは、こ
れがいわば「あたりまえの医療のあり方」とされている。
なおスウェーデンでは、侨の俇来とともに感染が拡大し、11 月以降、スウェー
デン政府もその対策の強化に踏み切っている。
アメリカ合衆国における COVID-19 の状況が、きわめて厳しい状況にある
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ことは周知の通りである（11/25 付の感染者数綬計 12,276,834 人、死者数綬計

255,850 人：WHO COVID-19 Dashboard）。アメリカでの状況に関しては、デー
タ収集と情報公開について触れておきたい。アメリカでは、人種・民族（Race/

Ethnicity）による統計がしっかりと取られており、人種・民族間における格差に
ついての情報公開がなされている。米国疾病管理予防センターは、COVID-19
感染者数、入院数、死亡者数に関して、白人を 1 とした時の、ネイティブ・アメ
リカン、アジア系、アフリカ系、

スパニック系それぞれの率を割り出して公表

している 。それによると、特に顕著な格差がみられるところとして、入院にお
3

いて、ネイティブ・アメリカンは白人の 5.3 倍、アフリカ系は 4.7 倍、

スパニッ

ク系は 4.6 倍であること、死亡においては、ネイティブ・アメリカンが 1.4 倍、ア
フリカ系が 2.1 倍であることなどが報告されている。
日本では京都新聞（2020 年 5 月 8 日付）4 に、コロナ感染者が『日本国籍』か『外
国籍』かを京都府が発表したことに対して疑問を投げかける記事が出たことが
あった。公的機関によるこうした情報公開が、外国人に対する差別を助長すると
いう面は確かにあるだろうが、その反面、事実そのものが「不都合な真実」とし
て

に葬り去られてしまう危機感も覚えずにはいられない。多文化共生を推進す

るのであれば、情報をむやみに垂れ流すのではなく、中立的な立場でデータ収集
と分析を行い、根拠に基づいた情報公開ができるような仕組み作りを、
日本もしっ
かりと行っていく必要があるのではないだろうか。

COVID-19 において、世界共通の感染防止対策は確立していない。各国・地域
の対策はその国や地域の政治や文化などによって多種多様であり、感染拡大防止
の取り組みも、そこに住む人びとの規範や倫理観に大きく

右されている。100

点満点の模範回答はなく、それぞれに評価できる点と大きな課題を抱えている。
そうした状況を理解することが、COVID-19 時代における多文化共生を考える
一つのきっかけになると思う。

ニュージーランドと COVID-19（ゼア・ローズ）
ニュージーランドでは、政府が「経済より健康を優先する」
という強いメッセー
ジを発信して感染者を

ロにすることを目標として掲げ、コロナ感染拡大をうま

く食い止めることができている。積極的な PCR 検査も行われている。政府は感
染拡大状況について 4 段階の警戒レベルを設定し、各段階に応じてどのような生
活をすれば良いかをわかりやすく国民に伝えている 5。こうした情報はウエブサ
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イトや SNS を通じて発信されているが、伝統言語であるマオリ語を含む多言語
で提供されており、皆が、してもよいこと、してはいけないことを簡単に理解で
きるようになっている。
問題点として、ニュージーランドにはマスクをする文化や習慣がなく、政府が
マスクの着用を呼び掛けても、それを聞かない人が少なからずいたことが挙げら
れる。また、経済はやはり悪化してしまったため、特に観光業や

食侂などの観

光関連サービスで働く人々の中には、仕事を失った人たちも少なくなかった。
しかし、政府が常に発信していた “Be strong, be kind”（
「強く、そして（お互い
に）やさしく」）という言葉を心において、パンデミック時にも皆がそれを信じて
頑張っていた。政府は、「500 万人のチーム」という言葉もよく使っており、人口

500 万人が一つのチームとして共にパンデミックと戦っている、という気持ちが
皆に共有されていたことも良かったと思う。
日本に住む外国人という立場から言うと、母国に帰れないということはとて
も棾いことだと感じる。今の状況では、何かあったときにもすぐには帰れない。
ニュージーランドの友達と家族は、ニュージーランドよりも感染拡大が深刻な日
本にいる私のことをとても心配して、早く帰っておいでと言ってくれた人もいた。

メキシコでの COVID-19 の影響 （クラウディア・エリウス・オセゲダ・フィ
ゲロア）
メキシコでは感染者が急増し、状況が悪くなっている。当初、メキシコの人は
感染拡大をそれほど心配しておらず、マスクを全くつけなかった。しかし 2020
年 5 月以降、感染が拡大しはじめると、人びとの間に徐々に危機感や不安感が増
していき、メキシコ政府も貧困地域で食料品セットを配布するなどの支援を行っ
た。
メキシコ政府は、ウエブサイト上で COVID-19 に関する情報を提供し、地域
ごとに感染の注意度を赤・オレンジ・黄・綝の 4 色に色分けした。また、子供で
もわかる情報発信として、「スサナ・ディスタンシア」という名前の女性キャラク
ターを用いて、COVID-19 対策についてわかりやすく説明している 6。キャラク
ター名である「スサナ・ディスタンシア」とは、個人名としての「スサナ（Susana）」
と同時に、スペイン語で「Su：あなた」
「Sana：健康」の意味とかけて用いており、
「Distancia：距離」の意味とあわせて、「あなたの健康的な距離」という意味を含む。
こうしたメッセージ性のある親しみやすいキャラクターを用いて、感染予防啓発
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活動が行われていた。実際このキャラクターはメキシコ国内での人気も高く、一
般に広く周知されている。さらに、障害のある人のためのマニュアルも作成され
ている。一方で、メキシコにおける外国籍者の割合は人口全体の 0.83 ％と少な
いため、政府の情報はほとんどがスペイン語で提供されており、多言語の情報発
信は積極的にはみられなかった。
一方、日本に住む外国人が直面している問題として、クリスマスやお正月でも
母国に帰れないこと、COVID-19 の正しい情報をどこから得ればよいかわから
ないこと、情報を得たとしても難しい用語が多く理解しづらいことなどが考えら
れる。

４．質疑応答
情報提供の後、質疑応答の時間が設けられた。限られた時間であったため、時
間内に対応ができなかった部分については、実施後に未来共創センターのホーム
ページで公開した 7。質疑応答のなかでも重要な情報共有が交わされたので、下
記に、その一部を紹介する。
ニュージーランドとメキシコではコロナ追楪アプリはどのようになっていま
すか。また、プライバシーに関しての問題は出ていませんか。
☞ ニュージーランドでよく使われているアプリは日記のような形のものです。
感染が拡大している場所に行ったときなどには、そのアプリから通知があり
ます。日記のようなものなので、第三者や政府は見れないようになっている
と思います（回答者： ア）。
☞ メキシコには追楪アプリはありませんが、何か質問があったときには、チャッ
ト形式のアプリでスサナ・ディスタンシアというコロナ対策のキャラクター
に聞いて、回答をもらうことができます（回答者：クラウディア）
。
中国、スウェーデンでの感染者への非難、差別はどうなっているのでしょう
か？
☞ スウェーデンについては、生の声を聞いたわけではなく、論文やニュース報
道からの情報しかわかりませんが、感染者への非難、中傷や差別的な発言は
みられないようです。高齢者施設で初期に発生したクラスターへの非難はあ
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りましたが、感染者への非難ではなく、政府の対応への非難だったと理解し
ています。中国では、非難、中傷や差別的発言や行動は出てきています。中
国政府は、ある地域からの感染が報告されるとその地域を封鎖するといった
強

な対策を徹底しているので、国民の中にも敏感な反応があるように思い

ます。
（回答者：小笠原）
☞ 政府が行う地域封鎖などの厳格な対応は、命を守るためなので納得できるこ
とです。ルールを守らない人に対して、批判があがるのは仕方ないことかな
と思います。
（中国人留学生からの追加コメント）
アさんとクラウディアさんは、COVID-19 に関する情報をどのような浓
体・方法で入手しますか？ 情報が多すぎて不安になった、という意見が講演
中にありましたが、不確かな情報にはどのように対応していましたか。
☞ COVID-19 に関する情報は、ニュージーランドのニュースサイト、ニュー
ジーランド政府のウエブサイト、日本のニュースサイト、

のウエブサ

イトで見ています（回答者： ア）。
☞ メキシコ政府のホームページ https://coronavirus.gob.mx/ で調べます。その
他に、メキシコの家族や、イタリアの友人から話を聞いたりしています。日
本語でも COVID-19 の情報を調べて、病気などに使われる専門用語の勉強
をしています。でも、日本の情報は専門的なものが多く、情報量も多いので、
簡単に読むことができずに不安になります（回答者：クラウディア）
。

５．参加した大学院生の声
今回のイベントはオンラインでの実施であったが、
会議ツール ZOOM のブレー
クアウトルーム機能を利用することで、参加者同士のグループディスカッション
を行うことができた。グループディスカッションでは、大阪大学に留学する外国
人大学院生らが各グループの司会の役割を果たし、積極的に話題を共有する形で
参加した。大学院生らから寄せられた感想は、今回のまなびのカフェの意義を的
確に伝えている。参加した大学院生たちの感想を紹介することで本稿の結びとす
る。
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冨安皓行（人間科学研究科博士後期課程、グローバル共生学講座）
私の参加したグループは大学生や地域の方々を含むメンバー構成となった。大
学生の中には海外からの留学生がいた。グループでの対話の中で、地域の方々は
外国人・外国にルーツをもつ人たちに何かしたいと思いながら、具体的に何をす
ればよいのかわからないと物語っていた。また外国人といっても一概にまとめる
ことはできず、その人がどのくらい日本語を話せるのか、どのような職や立場で
日本に来ているのか等、社会的状況により異なる支援が必要だということを再確
認した。新型コロナウイルス感染症は全世界的な課題となっており多くの対立や
緗突をもたらしている。しかしながら共に考えていくことを通して新しく生まれ
ゆくものもあると考える。今は現状と向き合いながら、少しずつ地道に私たちに
できることを考えていきたい。
サショ・ドリンシェク（人間科学研究科博士後期課程、基礎人間科学講座）
インターネットの不具合により、円滑なディスカッションに支障をきたすこと
が多々あったが、ディスカッションで挙げられた外国人からの悩み、そして日本
人参加者からの意見やアドバイスを、可能な限りで以下にまとめた。
在留外国人で最初に思い浮かぶ問題として、新型コロナウイルスをめぐる情報
の理解の困難さが挙がった。厚生労働省や法務省のホームページには多くの情報
が掲載されているが、情報量の多さは、時に自分の欲する情報（例えば、一時帰
国の可能性およびそれにかかわる手続き）の検

を、いっそう難しくする。そう

した場合に、日本人による支援が大いに必要とされる。次に、参加者の中には感
染拡大が顕著化してきた頃に海外に滞在していた日本人がおり、今回の発表者が
誰も触れていなかった問題が提示された。国際的な往来が停止されることによっ
て、母国でしか入手できない紅が手に入らなくなる危険性である。その他、ある
日本人参加者からは素晴らしいアドバイスがあり、それは頻繁に散歩するという
ことであった。まなびのカフェが開催された

面市は、都市部のわりに田

であ

り、山や森など自然に恵まれた場所であるため、ストレスの解消や息抜きにたい
へんふさわしい場所だとの発言があった。
ソウ・リジョ（人間科学研究科博士前期課程、グローバル共生学講座）
ディスカッションでは、普段知り合えない人たちと語り合うことができ、より
多くの視点からコロナを見ることができた。最も印象に残っているのは、
「情報
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を得ることの難しさ」と「文化の差異」である。ある留学生は母親から日本に帰国
するように言われたが、自身が得た情報から日本の方が危険だと判断し、帰国し
ない決断をしたという話を聞いた。インターネットの発達によって様々な情報が
手に入るようになったものの、何が正確で、自分に有益な情報であるかを判断す
ることは難しい。最初の話題提供で紹介されたスウェーデンの医療のあり方
（ICU
の適応）については、大きな文化の差異を感じた。スウェーデンでは当たり前と
されているようだが、中国人である私にはまったく理解できなかった。おそらく
日本人にとっても理解し難いと思う。コロナ禍においても、個人情報の守涾義務
や個人の自由が最優先で尊重されている国もあるが、私には、命を守るための対
策として隔離や封鎖などの政策の方が納得できる。これは国や地域によって歴史
や文化が異なるためだと考えられる。そうした背景を考慮せず、表面的なことだ
けで、他国の対策を責めることは適切ではない。偏見を持たず、お互いの文化を
理解、尊重することが大切である。その意味でも、異なる文化背景の人びとが交
流できる学びのカフェの取り組みは、本当に素晴らしいと思う。
A（人間科学研究科、留学生）
今回の学びのカフェでは色々と新しいことを教わった。ただ、グループディス
カッションでは、インターネットが何回も途切れてしまって流れが良くわからな
かった。そのときに十分に話せなかったことを、ここにまとめたい。
私は今年 10 月に来日した。日本俇着後、成田空
果が陽性だったため、空

でコロナの検査を受け、結

で手配されたホテルに移動して、隔離療養を余儀な

くされた。文部科学省の指椀では、陽性でも無症状者は 11 日間症状が出なけれ
ば隔離が解除されるとのことだった。ホテル滞在中に大学から何回か連絡があり、
隔離解除の見込みなど、わかる限りの状況を伝えた。幸い私は大した症状も出ず、
予定通り 11 日後の午前 11 時に隔離が解かれた。ホテルに迎えに来てくれた担当
者と一緒に空

に戻り、入国などの手続きを終えて大阪に向かおうとした時、大

学の教務係からメールが俶いていることに気付いた。メールには、
「今は大阪に
来ないで東京にいてください。次のメールで今後の指示をお伝えします。日本政
府の指椀では、無症状者は 11 日後に隔離が解除されるとなっていますが、文部
科学省の指椀では 14 日間の隔離が必要である」と書かれていた。このメールを見
て私は非常に混乱した。しかし、すぐ別のメールが俶き、そこには「あなたの場
合は 14 日間隔離療養しなくても大丈夫です。大阪に来てください。直接、
綍に行っ
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てください」と書かれていた。私は新
頃、新

線の切渕を買って大阪に向かった。16 時

線の中で新しいメールが俶いた。今度は、
「大阪に着いて直接綍には行

かないでください。〇〇というホテルであと 3 日の隔離療養をして、隔離療養が

14 日間になってから綍に行ってください。」と書かれていた。しかし、私にはメー
ルに書かれていたホテルの場所が全くわからなかった。

物も多いし、そのうえ、

SIM カードがなくてインターネットに繋ぐことができず、誰かに電話できる状態
でもなかったので、本当に

きそうになった。なんとか駅で人の携帯を借りるこ

とができ、大阪に住んでいる自国の先輩に電話をしたところ、幸い彼が迎えに来
てくれたので助かった。結局、指定されたホテルで 3 日間療養したのち、ようや
く綍に入ることができた。東京から大阪に来るまでの間、次々に指示が変わった
ことには本当に困惑させられた。
今回のまなびのカフェのディスカッションで、私は自分が感染経験者である
ことを話さなかった。なぜなら差別されるのではないかと
なぜこのことを

れていたからである。

したかというと、あるアフリカからの留学生は、大学で教授

から「みんな注意してください、特に M さん（アフリカからの留学生）
、あなたは
（COVID-19 ではなく）軽い風紝とかでも、学校に来るのを控えてください」と言
われたからである。こうした発言は、教授が

に、「外国人」がコロナウイルスを

拡散していると考えているようにも受け取れる。しかし本来は、私のように感染
を経験した人が自分の経験を共有することは、コロナとの俕いに役に立つはずで
ある。差別されるのではないかという

渎心から、誰にもその経験を話せないよ

うな状況は、どこかおかしいと思った。
注
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米国疾病管理予防センター https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-

discovery/hospitalization-death-by-race-ethnicity.html
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京都新聞（2020 年 5 月 8 日付）https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/238771

5.

ニュージーランド政府の新型コロナウイルス感染症対策のウエブサイト https://covid19.
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susana-distancia/
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大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センターのウエブサイトに掲載した Q&A

https://www.hus.osaka-u.ac.jp/mirai-kyoso/ja/reports/201204110012
（上記 1 ～ 7 のサイトの最終閲覧日：2020 年 12 月 22 日）
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報告

G30 プログラムと共創の場を目指
すために
中野 良彦
目次

キーワード

１．G30 について
２．大阪大学人間科学部における G30 プログラム
３．G30 学生と日本人学生
４．
「場」として、なすべきこと
５．
「出島」から「開港」へ

G30
グローバル化
出島
授業交流
大学院進学

1.G30 について
大阪大学における学部英語プログラム、いわゆる G30 の人間科学コースは

2011 年絋学期からスタートし、2020 年には 10 期生を迎えた。
G30 人間科学コースは、2008 年に政府が打ち出した「留学生 30 万人計画」を
機として、その後、文部科学省が 2009 年度に開始したプロジェクト「国際化拠
点整備事業」
（のちに「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」に変更、

2014 年度をもって終了）に採択されたことによりスタートした。その後、2015 年
度からは文部科学省のさらに包括的な大学全体としての国際化を推進する「スー
パーグローバル大学創成支援事業」が始まり、G30 に採択された以外の大学でも
グローバル化の一環として英語で学位取得可能なプログラムが推進されてきてい
る。
大阪大学大学院人間科学研究科；nakano@hus.osaka-u.ac.jp
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G30 以前の日本への留学生については、途上国の人材育成といった援助型の
枠組みが基本であったとされている（紉沢 2019）。そのため、国費留学生などで
来日した外国人学生は各大学の日本語教育センターで、一定の期間、日本語を学
び、その後に本来の所属に配属するという過程を取っていた。
しかし、2008 年に策定された文部科学省の「留学生 30 万人計画骨子」には、そ
の紵旨として「優秀な留学生を戦略的に獲得していく」方椀が明確に示され、そ
の方策の一つとして英語のみによる学位取得が可能なコースの設立が求められた。

2009 年に出された「国際化拠点整備事業公 要領」には、冒頭の「事業の背景・目
的」において、
「急速なグローバル化や世界の有力大学間の

争が激化する中、我

が国の大学においては、優れた留学生の獲得や戦略的な国際連携により、大学の
国際
生と切

争力の強化、留学生等に魅力的な水準の教育等を提供するとともに、留学
壮

する環境の中で国際的に活躍できる高度な人材を養成することが急

務です」と書かれている。
こうした目的に対して、G30 人間科学コースはどのようなものであったのだ
ろうか。

写真１ G30 の授業風景
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写真２ 人間科学研究科内での交流パーティ

２．大阪大学人間科学部における G30 プログラム
日本における英語による学位プログラムは戦後の早い時期から、キリスト教
系の大学ですでに行われていた（

内 2016）。その後、1990 年頃から、大学や学

部を新設する際のキーワードとして「国際化」が強く

ばれるようになり、2000

年代には英語による大学教育に主眼を置く大学や学部が登場してきた（

内

2016）。
「留学生 30 万人計画」が打ち出された背景にはそうした点もあった。しか
し、G30 プロジェクトに採択された 13 大学の中で国際化に応じたカリキュラム
をもっていなかった大学は、新しく英語による学位取得プログラムを、できれば
大学全体としての枠組みを変えることなく、迅速に構築する必要に迫られ、大阪
大学人間科学コースも例外ではなかった。
大学における英語による学位取得プログラムについて嶋内（2012）は、在籍者
のほとんどが日本人学生である「国内留学型」、日本人学生と留学生が混在する
「双
方向学習型」
、主に留学生を対象とした「アジア英語圏留学型」の 3 つのパターン
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に類型化している。また、 内（2016）は具体的な大学における設置形態から、
「
（ 1）
大学全体で英語による課程を設置しているもの（大学全体型）
、
（2）日本人学生も
含め学部（または学科）全体の教授言語を原則として英語のみとするもの（学部全
体型）
、
（3）既存の学部内に留学生（または留学生と日本人の帰国生）を対象とし
た英語によるプログラムを付加的に併設したもの（学部併設型）
、
（4）複数の学部
を紹する大学において 2 つ以上の学部で横断的にプログラムを構成・設置してい
るもの（学部横断型）」の 4 パターンに類型化し、各大学のプログラムの型式をそ
れぞれにあてはめた。その結果、
「アジア英語圏留学型」かつ「学部併設型」が圧
倒的に多いことが示された。
そして、このタイプのプログラムをあらわすのに比

的に使われるのが「出島」

という表現であった。ただ、留学生プログラムを「出島」と呼ぶのは G30 から始
まったことではなく、それ以前の援助型の留学生プログラムについても「出島方
式」と呼ばれていた（紉沢 2019）。また、担当教員や事務組織に対しても同様に用
いられている（ヴィッカーズとラプリー 2015; 木村 2016）
。なぜ、このような型
式が主流となったのかについて、

内（2016）は、「文部科学省による G30 設置に

ついて定員規模について条件が課されていないこと」、「学部・学科の新設や入学
定員の増加には文部科学省への設置認可申請が別途必要になるが、既存学部・学
科内にコースとして付加的に設置する形態であれば、設置認可や大規模な組織改
編を伴わずに実施可能であること」、「この事業において、どのような組織形態で
英語による学位プログラムを設置するかは、各大学の判断に委ねられたこと」の

3 点をあげている。また、嶋内（2014）が指摘するように「日本の大学の場合、ア
カデミックな英語の運用に不安がある、もしくは英語で専門科目を教える経験が
ない、といった理由で、英語による授業を担当できる教員を既存の人材プールの
中で準備できず、結果として、海外留学経験のある若手の研究者やポスドクを非
常勤講師や任期付きの助教として雇い、授業の英語化に対応しているというのが
多くの大学で見られる現実ではないだろうか」という実際的な問題もあったので
あろう。しかし、こうした大学側の都合によって規定されたシステムは、グロー
バル人材の育成や海外の優秀な人材の確保といった本来の目的に

ったものであ

るといえるのであろうか。しかし、日本の国立大学の置かれている状況を考えれ
ば、そうせざるを得なかったという現実も確かに存在していた。定員数が大きく、
教職員の配置の自由度が高い大規模私立大学とは違い、国立大学では教職員の数
や交付金の減少により、教員の研究以外に費やされる時間が増加しており、新た
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な教育システムに時間や労力を割くような型式では理解を得るのが困難であった。
このため大阪大学では、インターナショナルカレッジという G30 の人間科学コー
スと化学・生物複合メジャーコースを一括管理する機構を立ち上げた。
人間科学コースの定員は 7 名で、毎年、10 名前後の学生が入学してくる。授業
はすべて英語で行われるが、一般コースの教員が担当する授業は少なく、外国人
を中心とした G30 の専任教員と非常勤講師に依存するところが大きくなってい
る。人間科学部は文理紪合型の研究分野の多様性を学部の特徴の一つとしてあげ
ているが、残念ながら G30 の学生は、その

恵を受けているとは言い難い。希

望すれば、一般コースの授業を受講することも可能だが、日本語での授業を十分
に理解できる学生は限られている。人間科学コースでは、当初から日本国籍をも
つ学生（海外の高校や日本人学校の出身者、国内のインターナショナルスクール
や国際バカロレア認定校出身者など）にも受験資格があり、毎年、一定数（30 ～

50％、二重国籍者を含む）を占めているが、それ以外の学生は日本語が 能では
ない。結果として G30 に提供されている科目のみを履修して卒業することになっ
てしまう。また、G30 の専任教員は、任期付きの特任教員となっており、一般コー
スの日本人教員との交流は、もともと個人的な交流があったなどの場合を除いて、
ほとんどない。実際に G30 のプログラムの管理運営を担っているのは、一般コー
スに所属する日本語が

能な外国人教員である。ヴィッカーズとラプリー
（2015）

はこうした G30 の外国人教員の状況について「彼らは外国人交換留学生と共に大
学の中枢から実質的に隔離された周

の世界で生きる」と述べている。すなわち、

教員もまた出島化しているということである。そうした環境の中で、G30 の学生
が日本での教育、研究に魅力を感じ、卒業後に日本で研究を継続したいと考える
ようになるであろうか。残念ながら、もともと日本を興味の対象としていた学生
しか残らないと思われる。

３．G30 学生と日本人学生

G30 の目的として「留学生と切 壮 する環境の中で国際的に活躍できる高度
な人材を養成すること」があげられている。言い換えれば、G30 プロジェクトの
意義として、グローバル人材としての日本人学生の育成も求められているわけ
である。しかし、「出島」でその役目を果たせるのであろうか。実際に、G30 が設
置されて約 10 年がたった現在でも、大阪大学人間科学部の一般学生は G30 コー
中野｜ G30 プログラムと共創の場を目指すために

312

スについてはほとんど関心がなく、その多くは G30 の存在さえ認識していない。
これでは、G30 学生と一般の日本人学生が交流を深め、切

壮

するという状

況にはほど遠いと言わざるを得ない。もちろん、中には交流をもった学生もいた
ようであるが、例外的な存在でしかない。
ところで、先述したように、人間科学コースには、日本国籍をもつ学生も在籍
している。この点については、G30 の開始時に、「グローバル人材の育成に国籍
は関係ないという意見が関係者の間で大半を占めた」
（大西 2015）とされている
が、外国人学生のリクルートが当初は困難であったという実情も存在していた。
ただ、日本国籍者にとっては、「一種の AO 制度」
（大西 2015）であり、一部の大
学にみられる帰国子女枠の入試と類

したものといえるかもしれない。いずれに

しても、言語の障壁がないはずの日本国籍の G30 学生も、一般学生との交流は
個人的な範囲、たとえば、部活などのサークル活動に限られる傾向があり、両者
の橋渡し的な存在とはなり得なかった。
他方、人間科学部の一般コースの日本人学生がグローバルな視野をまったく
もっていないというわけではない。むしろ、文系学部の学生としては、外国語学
部ほどではないとしても、積極的であると思う。例年、国際交流室への留学相
談の件数は 100 件前後あり、実際に留学する学生も短期の語学研修なども含める
と 80 名にのぼる。それなのに、なぜ身近なグローバル化の接点である G30 との
交流が進まないのであろうか。いろいろな要因が考えられるが、最も大きなもの
は情報が与えられていないことだと思う。仮に日本人学生が G30 の授業を受け
たいと思っても、まず時間割を知ることさえかなり困難である。また、一般的に
入学当初の方がいろいろなことに意欲的に取り組みたいと考えられるが、共通教
育（1 年～ 2 年前半）における G30 の授業は、一般学生が受講しても卒業要件の単
位にはならないのである。これでは日本人学生の意欲をそいでしまうであろうし、

G30 学生との交流の機会も限られてしまう。2 年後半からの専門教育では、単位
となる授業もあるが、あまり日本人学生には周知されておらず、むしろ、他学部
の学生の受講の方が多いかもしれない。また、2 年後半に研究分野への配属が決
まってしまうと、英語の障壁があるというだけではなく、G30 の授業内容が専
門と関係ないものが多くなるということも影響するのであろう。

G30 学生が日本の大学を選ぶ理由は、単に英語で学位を取れるからというだ
けではない。それが理由なら、むしろ、日本以外の大学への進学を目指すであろ
う。実際に、合格後に辞退する学生も多くいる。これは大阪大学だけでなく東京
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大学など他大学でも同様である（

見 2019）。G30 学生の多くは、日本に興味を

もち、日本語や日本語の文化を学びたいという大きな意欲をもっている。さらに、
日本人学生と交流したいという希望も当然もっている。しかし、ふれあうための
「場」がなければお互いの希望がかなうことはない。

４．
「場」として、なすべきこと
大学にグローバル人材の養成が求められている中で、人間科学部は G30 とい
ううってつけのシステムをもっている。それをいろいろな面で有効活用するのは
当然のことである。
それでは、G30 はどのような「場」であるべきなのであろうか。そして、その
ためにはどのようにシステムや環境の変容が必要なのであろうか。
現在の「学部併設型」のシステムを、

内（2016）のいう「学部全体型」へと変え

るのは現実的に困難である。それならば、システム全体として大きく変更するの
ではなく、実際に可能な部分から手をつけていくしかない。
まずは何より必要なのは、人間科学部の一般コースの学生や教職員の意識改革
であると考える。G30 を特別な存在とするのではなく、同じ人間科学部の一員と
してとらえることが第一歩となる。そして、人間科学部の一般コースと G30 の
教員や学生がそれぞれの関係を深めていくことが必要である。
これまで、一般コースに所属する教員の多くにとって、G30 は無関係なもの、
むしろ関わるとよけいな仕事が増えるだけの存在として見なされてきたかもし
れない。しかし、あらためて考えれば、G30 はグローバルな人材の供給源であり、
日本人学生のグローバル化にとっても身近な交流対象といえる。

G30 の卒業生は約半数が大学院へと進学しているが、そのほとんどは海外な
ど他大学への進学で、人間科学研究科の大学院に進んだものはほんの数名である。
それも、すべて G30 の授業を受け持っている外国人教員の研究室であった。す
なわち、海外からの有能な人材を取り込むという G30 の意義が、ほとんど機能
していないのである。それも仕方がないことかもしれない。G30 の学生は人間科
学研究科の研究内容についての情報がほとんどなく、結局、G30 科目として開
講されている講義のみしか内容がわからないからである。しかし、人間科学研究
科の大学院への進学を目指している一般の留学生がすべて日本語を得意としてい
るわけではない。人間科学研究科の様々な研究内容を知ることできれば、大学院
中野｜ G30 プログラムと共創の場を目指すために
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を受験しようとする G30 学生ももっと増えるに違いないであろう。そのために
は、共通教育から専門課程へと移行する時期に、各研究分野について紹介する機
会が必要ではないかと考える。さらに興味のある分野への研究室訪問といった取
り組み、演習科目などの英文講読にあてている授業への参加といったことも考え
られるであろう。その中で、研究室の日本人学生と英語で討論をするようになれ
ば、まさにグローバルな研究展開が進んでいく可能性がある。また、日本人教員、
とくに若手教員の方には G30 での授業に参加してもらうようにしてはどうであ
ろうか。たとえばオムニバス形式の授業で、1、2 回を担当し、研究内容を英語
で説明する。あるいは、研究に関連する講義をゲストスピーカーとして G30 の
授業で行う。そうした試みから、その研究分野に興味をもった G30 学生との交
流が深まっていくことであろう。
日本人学生を G30 の授業へ参加するように背中を押すことも重要である。G30
への日本人学生の参加は、日本人学生にとっては GPA（成楦を数値化したもの）
が下がる、G30 学生にとっては授業のスピードが倆ることに不満が出るといった
デメリットもあげられるかもしれない。しかし、お互いにとって、それらを上回
るメリットがあると考えている。真摯な態度で日本人学生が授業に臨めば、G30
学生も認めてくれるであろう。海外に留学した日本人学生でもなかなか授業につ
いて行くのは難しいのと同じである。それこそ、日本で海外留学の予行演習がで
きるわけであり、G30 学生にとっても日本人の考え方を知るいい機会となる。
学生間の交流にももっと多くの「場」が必要である。とくに来日直後の G30 学
生は不安も大きいであろうし、戸惑いもあるに違いない。その段階で日本人学生
との様々な交流ができれば、その後もスムーズな関係が期待できる。G30 の学
生が企画する集まりに日本人学生の参加を促す、国際交流室主催の留学生パー
ティーをもっと広報する、人間科学部として G30 学生との交流を対象としたイ
ベントを開催するといったことも考えられる。何より、日本人学生に G30 の存
在をもっとアピールする必要がある。一緒に授業に参加する機会が増えればこ
うした交流も自然に深まっていくであろう。さらに教員同士の交流も必要である。

G30 の専任教員は現在 4 名しかいないが、その専門内容を把握している日本人教
員はほとんどいない。一般コースの授業とのコラボレーション、
ゲストスピーカー
としての参加などやれることはいろいろとある。こうした交流を負担増としてと
らえるのではなく、大学のグローバル化という目標への有効な手段としてとらえ
てもらいたい。
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５．
「出島」から「開港」へ
人間科学部の一般コースの学生に対する卒業時アンケートにおいて、大学時代
にもっと力をつけたかったことという項目では、常に英語力という回答がトップ
になる。社会に出るにあたり、グローバル化の必然性を実感するということで
あろう。ただ、グローバル化というのは決して、語学力を意味するわけではない。
むしろ、コミュニケーションには、語学よりも重要な要件がある。それは、積極
性、探求心、応用性といった大学の講義では教わらない様々なことである。G30
は日本人学生にとって、それらを学ぶためのすばらしい機会を与えてくれている。
これからは、学生が積極的に参加するための柔軟な態勢が大学に求められていく
のではないだろうか。
昨年度、共通教育での G30 クラスの単位は卒業要件に含まれないことを知り
ながら、受講した日本人学生がいた。彼らの意欲は高く評価したいし、これから
も後に続く学生がいてくれることを期待している。そのため、教務係などと協議
して、その授業は卒業要件となるように変更してもらった。
最後に、ヴィッカーズとラプリー（2015）の「真のグローバル人材を生み出せ
ないのはアウトサイダーと意義のある交流をする機会が欠倦しているからだとわ
かる」という言葉を引用して、終わりたいと思う。
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1. マイノリティ教育ラボとは
大阪大学・人間科学研究科附属未来共創センターに設置されている「マイノリ
ティ教育ラボ」は、障がい児・者、性的少数者、外国人、被差別部落出身者、貧
困に苦しむ人々など、学校現場などで「しんどい思い」をしている子どもやその
家族に寄り添いつつ、そのような思いをさせる社会の側を変えていきたいと願
う大学生・大学院生や大学教員、学校教員や地域のボランティア、一般企業や地
方自治体、NPO 法人に所属する仲間たちで立ち上げたプラットフォームである。
総勢 80 名（2021 年 2 月 24 日現在）のメンバーが、地域の高校・夜間中学・公民館
で学習支援活動や研究調査活動を行ったり、翻訳・多言語化プロジェクトや「食
と演劇プロジェクト」といった独自の協働活動を展開したり、月 1 回の研修会で
相互に学び合ったりしている。
本稿では、マイノリティ教育ラボの 2020 年度の活動について、特にコロナ禍
におけるマイノリティ支援にかかわる活動を中心に報告する。

２．
「つばめ」活動報告 （秋山みき・砂原なごみ・田岡里彩・中西美裕）
2.1 活動目的

2020 年春、COVID-19 の影響により、大阪府内の学校が休校を余儀なくされ
た。茨木市の F 高校も例外ではなく、新学期が始まるはずだった 4 月～ 6 月半ば
まで、生徒たちは登校ができなかった。大学受験を控えた生徒、休校期間中の課
題に一人で集中して取り組むことが困難な生徒にとって、先生や友達とのつなが
りが途絶えてしまう不安は大きい。また、家庭内で毎日長時間過ごすことになっ
たり、何気ない相談をする相手がいなくなったりと、学習以外の面でも懸念され
ることは数多くあった。
そこで、私たち大阪大学マイノリティ教育ラボの大学生を中心に「つばめ」と
いうグループを作り、学習支援と居場所づくりを組み合わせたオンラインでのサ
ポートを行うことで、学校再開に向けた準備やつながりの確保を行うことにした。
しかし当初から、デジタルデバイスの確保や使い方、家庭内のネット環境など
様々な要因によって、オンラインにアクセスできるか否かの分断が生まれている
ことが懸念されていた。また、大学生中心の活動になることによる責任や能力の
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限界も予測された。それらを考慮し、つばめの活動における対象をまずは「オン
ラインにアクセスできる、緊急のサポートを要しない生徒」とした。消極的であ
るかもしれないが、高校教員あるいは地域の支援団体のリソースを、現在大きな
困難に陥っている子どもやその家庭への支援に集中できるようにすることが狙い
であった。

2.2 活動内容
本活動の具体的な内容は、Zoom を用いたオンラインでの学習支援と居場所づ
くり、そして、公式 LINE アカウントの運用である。
まず、オンラインでの学習支援では、参加した生徒と大学生をブレイクアウト
ルームに割り振り、そこで課題や勉強に取り組んだ。休校期間中は生徒たちの生
活習慣維持の意味も込めて、午前 10：30 ～ 12：00 の時間帯で、週に 2 回活動を行っ
た。生徒たちが持ってくる教材は、主に高校から出された課題や受験勉強で、数
学や社会、英語、物理など、様々な教科であった。外国にルーツをもつ生徒には、
日本語学習の支援も行った。オンラインでの居場所づくり活動は、生徒たちが友
人や大学生と自由に話ができる形式で行い、何気ない会話や相談ができるような
緩やかなつながりを創れるようにした。こちらの活動は、学習支援活動と同じ時
間帯で、週に 1 回行った。そのような中で、生徒の生活状況の確認や不安の共有
も行った。F 高校向けに始めたこれら活動を基盤に、6 月半ばからは、
茨木市のユー
スプラザと協力し、市内の中学生も活動対象者に含めた。なお、いずれの活動も、
学校の再開状況に鑑み、実施頻度や時間帯を適宜調整した。
また、オンラインでの学習支援・居場所づくり活動以外の時間にも、大学生と
つながることのできる場所を創るために、公式 LINE の開設も行った。この公式

LINE はつばめの大学生が運営を行い、学習会で取り組む問題の共有や、オンラ
インでの活動日の予告に使用した。

2.3 活動スケジュール
主な活動日程は表 2-1 のとおりである。
なお、公式 LINE は 5 月に作成し、現在に至るまで随時使用されている。
この活動の後も、F 高校には 9 月より週 1 回大学生が部活動指導員や学習指導
員として対面での活動を行なっており、地域のユースプラザには 10 月より不定
期で大学生が居場所づくり事業にボランティアとして参加をしている。
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表２-1

活動スケジュール

実施月

回数（頻度）

対象

内容

2020 年 5 月

7 回（週 3）

F 高校

学習支援・フリートーク

6月

7 回（週 2）

F 高校

学習支援・フリートーク

1回

地域のユースプラザ

学習支援

7月

2 回（隔週）

F 高校

学習支援・フリートーク

1回

地域のユースプラザ

学習支援

9月

2 回（隔週） 地域のユースプラザ

学習支援

10 月

2 回（隔週） 地域のユースプラザ

学習支援

11 月

2 回（隔週） 地域のユースプラザ

学習支援

12 月

2 回（隔週） 地域のユースプラザ

学習支援

2021 年 1 月

2 回（隔週） 地域のユースプラザ

学習支援

2月

2 回（隔週） 地域のユースプラザ

学習支援

2.4 F 高校でのオンライン支援

F 高校でのオンライン支援は、休校中の 2020 年 5 月から開始した。休校に伴っ
て、生徒の学習のモチベーションが保てなくなることや生活リズムが崩れてしま
うこと、学校によって保持されていた人とのつながりが失われることへの懸念か
ら、支援が始まった。
参加者は、F 高校に通う外国にルーツのある生徒が多かった。社会や理科を勉
強するために、教科書のわからない漢字の読み方を整理する必要があったり、日
本で大学受験を目指す生徒は日本語能力試験合格を目指した学習が必要であっ
たりした。つばめの活動では、このようなニーズに対するサポートを行った。ま
た、日本語学習を研究テーマにしている大学生がボランティアとして参加するな
ど、より充実した対策にも対応した。
学習支援だけでなく、生徒の居場所となることができるよう、勉強面以外でも
信頼関係を築くことを目標とした。ここでは、大学生という立場を生かし、大学
生活の話や進路についての相談など、生徒たちの将来の可能性を就職以外に広げ
るための話題も提供した。また、外国にルーツのある生徒に自身の国について話
してもらうフリートーク企画では、生徒たちがいきいきと写真などを見せながら
話し、交流することができた。さらに毎回予定された活動の時間が終わってから
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も、時間を決めて Zoom の部屋を開放し、生徒が残って自由にしゃべることがで
きるようにしていた。その際は、近況を聞いたり雑談をしたりなどの交流を行い、
大学生も生徒もお互いに打ち解けることができた。ここでは、食事の様子や生活
リズム、家庭内での親との関係など生徒の普段の生活や悩み事などを聞くことが
できた。
「昨日眠れなかった理由」など、生徒が吐き出せる場所になっていたこと
は居場所としての一つの成果であるが、それに対して大学生が対応に自信がもて
ないと感じることもあった。

2.5 地域のユースプラザでの取り組み

6 月半ばからは F 高校を対象に行っていた居場所づくり・学習支援活動を、地
域のユースプラザに広げ、活動を継続することとなった。学習支援では宿題の解
説や自習の質問に答え、時に気になる大学について一緒に調べたり、受験勉強へ
の教科の優先順位について大学生からアドバイスをしたりした。一方居場所づく
りでは、普段の学校生活の様子を話したりアイスブレイクのような簡単なゲーム
をしたりして親交を深めた。
また、高校生よりも中学生の方が、初対面の人とオンラインで交流することに
抵抗があるのではというアドバイスをいただき、子どもたちと知り合うために、
不定期で大学生が実際にユースプラザに足を運び、学習支援や居場所づくりをボ
ランティアスタッフとして行った。ユースプラザでは、おしゃべりなど自由に過
ごす時間と勉強をする時間に分けられており、子どもは友達と一緒に楽しんで取
り組んでいるようだった。数名の生徒はここでつばめの活動に興味をもち、学習
の場ではなく居場所としてフリートークや交流のゲームなどに参加した。

2.6 活動の振り返り
2.6.1 必要な支援を必要な生徒に届ける難しさ

F 高校をオンライン支援の対象としていた時には、ターゲット層へのリーチが
困難であった。当初予想していたのは学習意欲が高く進学も考えている生徒や、
つながりがなく不安を抱えている生徒であったが、実際にはそのような生徒たち
はあまり参加しなかった。逆に、参加してくれた生徒に対して、
想定していなかっ
た支援が必要になり、当初は運営する学生側が困惑してしまうことがあった。つ
ばめの活動を学校に案内する際に目的意識のすり合わせが十分ではなかったこと
や、必要な支援に関する想像力の乏しさが一つの課題であったと考えられる。
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また、生徒の居場所となれているのかどうかは大学生の私たちに明確にわかるこ
とではなく、参加してくれている生徒たちが嫌な思いをしていないか、ニーズに
応えられているのかに毎回確信がもてず不安であった。おそらく「どのような場
所が心地よいか」は生徒一人ひとり違うだろう。つばめの活動に取り組む以前は、
漠然と現在孤独な状態にある人に、居心地がよいと思えるような場所を提供する
ことができればよいと考えていた。しかし、実際に活動に参加してみると、参加
者を均質なものとして捉えるそのような考え方は、個別のニーズが大切になるこ
のような活動にはそぐわないだろうと気づいた。外国人生徒のルーツを大切にす
ること、生徒のアイデンティティに関心を寄せることがどのようなことであるか
を考えるきっかけができ、生徒と一緒に居心地のよい場所を探ることの重要性を
実感することができた。
2.6.2 オンラインでの活動の特徴
コロナ禍という非常事態の中で始めたオンラインでの活動だったが、メリット
とデメリットがあった。メリットは、対面での関わり合いが苦手な生徒でも家や
ユースプラザなど様々な場所から気軽に参加できる点である。カメラや音声のオ
ンオフが選べたり、複数の生徒が参加していてもブレイクアウトルームを作成し
て個別で話すことができたりと、対面での活動よりも柔軟に参加生徒の希望に合
わせた対応ができた。デメリットとしては、家庭のネット環境に課題がある生徒
や、Zoom の扱いに慣れていない生徒は参加しにくいことと、一度入室すると退
室しにくい雰囲気があることがある。前者は、学校やユースプラザと連携し、対
面での支援も併せて行うことで改善できると考えられた。後者は、
あらかじめ
「い
つでも抜けてもらって大丈夫！」と声掛けをし、生徒の意思を尊重できるように
工夫してきた。
当初は対面の活動のほうが生徒の気持ちに添えるのではないかと思っていたが、
オンライン特有の適度な距離感を保ち活動することも、生徒のニーズを満たす可
能性の一つであると感じた。地域のユースプラザとの連携を開始する際、参加す
る可能性のある生徒と対面での関係性を構築するために足を運んだが、実際には
ユースプラザではすでに生徒同士、生徒と現地スタッフとのつながりができてお
り、逆に私たちの活動の特徴が見えづらくなってしまった。現在利用してくれて
いる生徒から、オンラインだから参加できるという意見も聞いていることから、
オンラインという距離感は、それが心地よいと感じる生徒にとっては居場所とな
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り得ることがわかった。
2.6.3 居場所づくりの継続性の課題
居場所をつくること、居場所を保ち続けることの難しさも学んだ。ユースプラ
ザでは、現地にて生徒の放課後の居場所が確保されている一方で、その空間には
参加しづらい生徒もいるのではないか、そうした生徒こそがオンラインでの居場
所を求めているのではないかと考えていた。しかし、オンラインでつばめの活動
に参加してくれる生徒の数は決して多いとは言えない現状があり、運営する学生
側のモチベーションの維持が困難になっていたことは認めざるを得ない。継続し
た関わりの必要性を認識しつつも、スケジュールが忙しくなると毎回参加するこ
とができなかったこともあった。居場所づくりの性質として、生徒に対して毎回
の参加を強制することはできない一方で、現在も定期的に参加してくれている生
徒はいる。活動の効果や負担を考えると、利用者の減少は活動終了を検討する要
素になり得るが、つばめの活動に居場所を見出してくれた生徒が 1 人でもいる以
上は必要とされなくなる日まで継続したいという気持ちとの葛藤もある。その葛
藤のうえに居場所づくりを含めた社会貢献活動はあるのではないだろうか。これ
からも子どもが来たいと思った時にいつでも来られる場所を提供するために、よ
り多くの子どもにとって安心していられる場所を用意するうえで私たちに何がで
きるかを考えていきたいと思う。

３．コロナ禍における外国にルーツをもつ子どもたちへの支援
―翻訳プロジェクトの活動報告―

（井上温子）

3.1 はじめに
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う 2020 年 3 月 2 日からの全国一斉休校と
いう今まで経験したことがない状況に、学校だけでなく家庭や社会も混乱をきた
した。外国にルーツをもつ子どもたちにとっては、コロナ禍以前の学校現場でも
言葉や文化の壁により疎外感をもち、なかなか学校に馴染めないというケースは
少なくなかったはずである。それが、この一斉休校により一段と疎外されたよう
な気持ちになったのではないかと危惧される。そこで私たちは、自分たちができ
る翻訳というボランティアで、このような子どもたちの学習を支援するプロジェ
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クトを始めた。以下では、総勢 42 人が参加しているこの翻訳プロジェクトの一
年間の活動を振り返るとともに、今後の活動への抱負をまとめる。

3.2 活動内容
外国にルーツをもつ子どもたちへの学習支援として、以下の 3 つについて、多
言語での翻訳提供を行っている。
3.2.1 大阪府教育庁「帰国・渡日児童生徒学校生活サポート」の「多言語家庭学習
動画」翻訳
大阪府教育庁小中学校課が作成した学習教材「力だめしプリント」の動画（小学
校 6 年生算数 5 問）に対して、その「問題文」と「動画のせりふ」を 9 言語（英語、タ
イ語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、ハングル、中国語、クメー
ル語）に翻訳し、録音が可能な担当者は音声での翻訳提供も行った。この活動は、

2020 年春以来の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う学校一斉休校で、外出
自粛を要請された児童生徒、とりわけ「日本語」の習得に困難を感じる外国にルー
ツをもつ子どもたちの家庭学習を支援し、また、その教育に携わっている現場の
教師や保護者にも、このツールを活用してもらえるようにと始まったもので、い
まも活動を継続している。
なお、大阪府教育庁市町村教育室小中学校課の松田一雄指導主事からは、この
活動に対して次のようなコメントをいただいている。

コロナ禍の学校休業中の対応として、学習動画等を作成するも、多言
語化はできていなかったところ、大阪大学のお力で、学習動画等 6 教材
を 9 言語で翻訳していただき、大阪府の HP にアップできました。
学校現場からは、これまで母語で学ぶことが難しかった子どもが、こ
れらの教材により、学びを深めることができたなどとても感謝されてい
ます。
以下に、この翻訳に関わったメンバーを紹介する。
（以下はすべて 2021 年 2 月

14 日現在のメンバー。敬称略。学部・研究科のみで大学名がない学生・院生は大
阪大学所属）
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・ 英語：副島明日香（人間科学研究科院生）、川上千晴（外国語学部学生）
・ タイ語：スワンナクート・パッチャラーパン（言語文化研究科院生）
・ ベトナム語：Phạm Phi Hải Yến、Bùi Khánh Linh（言語文化研究科院生）
、近
藤美佳（言語文化研究科教員）
・ ポルトガル語：齋藤真里奈、川上千晴（外国語学部学生）
・ マレー語：松本みなみ（言語文化研究科院生）
、AHMAD SYAHIM AIMAN BIN

CHE JALAL（近畿大学理工学部学生）、NUR FARHAN IDRAKI BIN ASRI
（兵庫県立大学工学部学生）
、TASNEEM MADIHAH BINTI MOHAMAD

KHAIDHIR（立命館大学理工学部学生）、AUVENDRA JAIRUN（中京大学工
学部学生）
・ ロシア語：パンクラートワ・スネジャーンナ（言語文化研究科修了生）
・ ハングル：白琇晶（金剛学園小学校教諭 )
・ 中国語：張欣宇、法卉（人間科学研究科院生）、岸田紗耶、後藤真笑、小菅萌果、
端杏菜、畠山依緒里、小田陽子、中津大介、山嵜由真、宮田優香（外国語学部
学生）、黄晓凤（研究生）、面出望、方逸韵、李筱、申慧敏、马瑜瑶（言語文化
研究科院生）、中田聡美（言語文化研究科教員）
・ クメール語：クイ・シェンキアン（言語文化研究科院生）

2021 年 1 月中旬には、小中学校課から新たに学習教材「力だめしプリント」の
動画（小学校算数 3 問と中学校数学 4 問）の翻訳依頼があった。2 月後半には、10
名の留学生が翻訳ボランティアに新たに加わり、共に翻訳作業を行うことになっ
た。
3.2.2 マイノリティ教育ラボのホームページにおける多言語情報提供
マイノリティ教育ラボのホームページにおいて、外国にルーツをもつ子どもた
ちの学習教材や新型コロナウィルスに関わる情報を、13 言語（やさしい日本語・
英語・タイ語・ベトナム語・ポルトガル語・マレー語・ロシア語・ハングル・中国語・
スペイン語・タガログ語・ネパール語・クメール語）において収集し、掲載している。
活動に関わったメンバーを紹介する。
・ 英語：川上千晴
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・ ベトナム語：Phạm Phi Hải Yến、Bùi Khánh Linh、近藤美佳
・ ポルトガル語：齋藤真里奈、川上千晴
・ マレー語：松本みなみ、AHMAD SYAHIM AIMAN BIN CHE JALAL、NUR

FARHAN IDRAKI BIN ASRI、TASNEEM MADIHAH BINTI MOHAMAD
KHAIDHIR、AUVENDRA JAIRUN
・ ハングル：白琇晶
・ 中国語：岸田紗耶、後藤真笑、小菅萌果、端杏菜、畠山依緒里、小田陽子、中
津大介、山嵜由真、宮田優香、黄晓凤、面出望、方逸韵、李筱、申慧敏、马瑜
瑶、中田聡美
・ タガログ語：Voluntad, Raﬀaello Riley Catapang（工学部学生）
3.2.3 府立高校のメールマガジンの翻訳・音声化
大阪府立西成高校の教員が発行する生徒・保護者宛てのメールマガジンを中国
語とポルトガル語で音声録音して提供した。メールマガジンの内容は 2020 年度
入学式（6 月 15 日）の案内文などであった。中国語は法卉、ポルトガル語は大川
ヘナン（人間科学研究科院生）が音声録音を行った。

3.3 翻訳プロジェクト参加者の声

2020 年 9 月 24 日、翻訳プロジェクトに参加しているメンバーに、上にコメン
トを寄せてくださった松田指導主事とマイノリティ教育ラボ・副代表の岡部美香
教授（人間科学研究科）が加わり、オンラインの交流会を開催した（当日来られな
い人はメールでコメントを寄せるという形で参加した）。そこでは、翻訳をして
みた感想だけでなく、翻訳に関連する具体的な課題や留学生支援に対しての思い
などについて活発な意見交流が行われた。以下に、交流会で出た感想や意見を簡
単にまとめたものを一部紹介する。
【翻訳をしてみた感想】
・ ひとりで翻訳をしていると孤独である。
・ 家庭学習教材について、子どもの視点に立つことが必要。
（一輪車を用いた問
題文があるが）外国では一輪車は一般的ではない。
・（翻訳に）どこまでクオリティを求めるか、（困っている子どもに少しでも早く
支援を行うには翻訳を仕上げる）迅速性も必要（だが、両立は難しい）
。
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・ 国によっては、男性と女性、子どもと大人でしゃべる言葉が異なることがわかっ
た（動画の翻訳）。
【留学生支援について】
・ 留学生から、なかなか日本人の友人ができない、と聞く。
・（日本で仲間を作るためにも）留学生に、この翻訳プロジェクトにどんどん参加
してもらって交流してはどうか。
【対訳（原文と訳文を対照できるよう並べて記す）について】
・ 対訳について 3 点の利点がある：①外国にルーツのある人々にとっては、日本
語の勉強にもなる、②翻訳者にとっては、あとで修正しやすくなる、③日本語
話者にとっても、役所での給付金に関することなどがわかりやすく説明されて
いる。

3.4 おわりに
新型コロナウィルス感染症の拡大という全世界的な災厄の中、留学生や日本人
の学生・院生が自粛による不便や孤独と向き合いながら、多忙な学業の傍ら、外
国にルーツをもつ子どもたちのために支援活動を行った。また、勤務校のオンラ
イン授業の準備に追われる中、協力をいただいた小学校教諭や大学教員もいる。
遠くアメリカやブラジルに留学中の学生や、他の大学の留学生からも協力を得る
ことができた。
自分たちが翻訳したものが、公共機関の web 上に公開され活用されることは、
学生、院生、留学生にとって大変やりがいがある活動である。しかし、在宅での
ボランティア活動なので担当者が孤独に陥りやすく、プロジェクト参加者どうし
の横の連携を今後どのように構築していくかが課題である。今後もこの活動が継
続され意義あるものになるように、このようなかたちで活動報告を記録に残すこ
とがその一助になるなら幸いである。
注
1

マイノリティ教育ラボの HP より https://www.minoritylab.net/info （2021/02/24 アクセス）

2

大阪府教育庁「帰国・渡日児童生徒学校生活サポート」WEB ページは次の通り。http://

www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/index.html (2021/02/24 アクセス )
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3

「 力 だ め し プ リ ン ト 」は 次 の URL を 参 照。http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/

chikarasyoukai/index.html (2021/02/19 アクセス )
4

「マイノリティ教育ラボ」の多言語情報のページは次の通り。https://www.minoritylab.net/

multiplelanguage (2021/02/24 アクセス )
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平野晋

『ロボット法―AI とヒトの共生にむけて』
、

文俙、2019 年、339

、定

2700

池田 健人
アイ

ック・アシモフは言った。
「ま

ではないかという

念は、かなり一般

さにいま、人生でもっとも悲しいこと

的なものになりつつある。人間（社会

は、社会が知

の知

が知識を

を俧るよりも速く

学

俧してしまうことである」
。

アシモフは、ロ

ット文学で名高い 20

世

説家の

を代表する

）とロ

ットのあいだの

ここへきてやや後者に

い

争は、

が

き始

めているようである。
本書は、このような社会情勢に

とりである。

み

アシモフによって抱かれたこの不安は、

て、ロ

表明された当時こそ多くの人々の目に

とヒトの共生」について考えようと試

は

みるものである。とこ

末なことのように

じたかもしれ

ット法の観点から今後の「AI

ないが、いまとなってはもはや、佸学

法と聞いてすぐに

や文学などの人文

ないだ

たんなる

な

学に携わる人々の
想や無

な

想にす

ないのではないということは明らか
学が

足の進

を

あって、わたしたちに
最重要課題の

げる現代に
められている

とつは、ロ

の俓偃たる AI の振る

ットやそ

に説明し

ておこう。まず、多くの人がロ
法と聞いてパッと想

ット

するのは、いわ

ないし共生を

ることである。しかし、

いま、はたして社会の知

は、ロ

トや AI の発展ス

ードに

いついてい

では「シン

ラリティ

うか。

（singularity）
」 や「 ポ ス ト ヒ

ッ

ーマン

（posthuman）
」 係 の こ と ば が 流 行 し、
来ロ

物主）を綌

ット（人

定法のことであるかもしれない。しか
し、ロ

ット法とは、いまだ成文法と

して整備されるに

っているようなも
ットが

わたしたちの生活や社会に大きな影響

方で、それらとの共存

近い

ンとくる俰者も少

うから、ここで

のではない。というのも、ロ

いを適切に制

を極大化しつつ危険性は極

化するという

るだ

ット

ゆる日本における緦法などのような制

である。

し、

で、ロ

物）が人類（

する知能を手に入れるの

を及

すかもしれないということが

に認識されるようになり始めたのは
比較的最近になってからのことである
から、そのような

流を背景として

かび上がってきたロ
テーマは新しす
る

ット法という

て、成文法を制定す

どには、その検討が

分になされ

ているとはいえないのである。それゆ
え、少なくとも現時点においては、ロ

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程 ; soccer.199494@gmail.com
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ット法は、

とつの学問分

ないし

焦点を

研究領域として考えられている。
そういうわけなので、最
本書を手にしたとき、ロ

、

うわけでもなかったのなら、もう少し

者は

ットとの共

り、議論を限定ないし特定す

ることによって、
「AI とヒトの共生」と
いう目標により踏み

生という概念が時代の進行とともにそ

記述を

の重要性を

してきているなかで、こ

あっただ

れからのロ

ットにかんする法律はど

んだ、発展的な

実させるという

も必要で

う。

とはいえ、見方によっては、これは

のように批判され、変化していくべき

むし

か、ということが中心に論じられるの

またいいうるかもしれない。すでに述

だ

べたように、ロ

うと期待していたのだが、そうで

はない。本書は、これらの問いに対し
て直
し

的に応促するというよりは、む
国内外におけるロ

ット関連の裁

判例や、各国によって策定が進められ

本書の

所の

とつであるとも

ット法の歴史はまだ

く、その認知度は世界的にみても低
い。かくいう

者も知らなかったので

ある。このような現状を踏まえると、
そこでロ

ット法に課せられる第一の

ないしガイドライン係の

事は、まずはできるだけ多くの人々

提示を通じて、その前提となるさまざ

とその問題意識や危機感などを共紜す

まな事実を紹介するということの方に

ることであるということにな

力点が置かれている。しかし、たしか

のように考えるとき、本書の果たす役

にそれはそれで「AI とヒトの共生」を

割は大きい。全体の構成へと目をやる

考えるうえでは不可欠なことであるの

と、本書は 7 章（

かもしれないが、入門書としては記述

からなっている。

が

所が散見

法とは何か、そしてなぜロ

ット法は

されたし、かといって専門書としては

必要なのか、ということが

に述べ

分量のわりに視点が多す

ら れ る。 つ

ている

で説明不足にみえる

さに欠ける感が

て考察の深

めない。総じて、

は、ロ

う。そ

章も含めると 8 章）
章では、ロ

ット

に第 1 章から第 4 章で

ットの起源や文化、定義、特

しくいえば、本書は、情報量は多いけ

徴、種類などが、適

れども、内容としては中侜

も織り交ぜられながらわかりやすく解

に留まっていると
とくに入門書として

なもの

せざるをえない。
しているとい

説され、ロ

、

や

など

ット全般についての基

的な知識が俧られる。そして、おそら
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くは本書にとってもっとも重要なのが

響を紮えか

ない

第 5 章であるが、そこでは主にロ

て

を考えてみていただきた

トの制

ッ

不可能性と不透明性という 2

つの観点からロ

ット法の

心につい

力

学技術の先例とし

い。その脅威を日本は、先の大戦で経
験させられたという国際的には数少な

ての説明がなされる。そうしたあとで、

い被

第 6 章ではロ

侵日本大震災の際にも経験したばかり

ットと意識の問題が論

じられ、最後に第 7 章ではロ
の行く末を見定めるための
国内外の AI

ット法

綎として、

国であるばかりか、つい最近の

ではないか」
。わたしたち日本人にとっ
て、このことばはあまりにも重い。
力と同じように

検討紜識者会議にお

学技術の産物であ

いてこれまでに挙げられているさまざ

るロ

まな成果が提示される。たった一

で

生活や社会に大きな影響を紮えうる存

絔的

在である。このことの意味を日本人が

これ

どまでに広範な主題を、

ットや AI も、今後わたしたちの

かつ体系的にカバーしているのだから、

軽んじていたのではどうするのか。ま

とりわけ

ずは日本から、このような反対意見を

学者には必俰である。

このように

広い内容を

う本書の

なかでも、もっとも優れて

できる

点は、現在ロ

ット関係者に

められ

ている

、たとえば法の支配、

事

人権、および民主主義的
することや、透明性と
を約

を

重

して世界へとア
ければならない。
人間とロ
わ

リティ、

ットが

争をする時代は

うとしている。

おける近年の文学作
な、極

倩のある開示

すること、 健性、

ールしていかな

学創作分
や

に高度なロ

作

に
に

ットの侙場は

まだずっとさきのことであるとしても、

安全性、およびアカウンタビリティを

たとえば自動

保持することなどは、どれもきわめて

いて考えてみるとどうだ

常識的なものであり、それによってロ

の

学者が主

放

的な状況で、常識的な制約もなし

ット開発が

する

々などという

侇

の実用化などにつ
うか。一部

するように、いわば

批判があるとすれば、そしてそれは実

にロ

ット開発が進められていくの

際にあるのだが、そのような反対意見

なら、近い

を展開する人々は非常識であると

言

無

している点である。
「社会に大きな

影

それに、前者のようなロ

や

来に待ちかまえる多くの

絟はすでに目に見えている。
ットにして
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も、

い未来のことだからといってその

きまえた理念および行動は、ロ

問題はそのときに生きている人々に倩せ

の前提である。ロ

ればよいということにもなるまい。人類

目的は、

は、もはやロ

ットと

ット法

ット法が研究される

学者の暴

の代

をなるたけ

さくするということにあるのでは

争をするのでは

なく、それらをコントロールしなければ

てない。

ならない

者の方々には、改めてこのことを強く肝

へと入っている。ロ

によってもたらされる

を

ット

受するこ

に

事

し

への「非常識な」反対

じておいていただきたい。

とはあっても、理性を働かせることなく、
興味や
ばかり

心、あるいは
られてロ

や名声などに

ットに

み

まれ、

わたしたちの生活や社会、そして存在が
脅かされ、

滅させられるということが

あってはならない。これからさきは、人
間とロ

参照文献
Singer, P.

2009

Wir e d for Wa r: The Robotic s
Revolution and Conflict in the
21st Century. The Penguin Press.

ットがよりよい未来を共創して

いく時代である。
そのためには、結
たちがもっとも
いのは、ロ
学の暴

のとこ

ットの暴
でもなく、

る。しかし、

でも、
学者の暴

いては
であ

学者がどんなに配綅した

としても、わたしたちの想
学がそれ自体で暴
りうる。ロ

、わたし

をつけなければならな

を超えて

するということはあ

ット法は、そのような不

の事態に備えて研究されているのである。
何よりもまず優先されるべき知
学者の暴

の末に引き起こされる

人災にうまく対

は、
かな

することではなく、予

見可能な事態はできるか
しておくことである。

り未然に回避
学者の節度をわ
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Asad Haider

『Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump』
Verso, 2018 年 , 144

,

12.99.

安藤 歴
2020 年の新型コロナウイルスによる

書が中心的主題として取り上げる「ア

パンデミックの中、アメリカではブラッ

イデンティティー」への関紮は、9・11

ク・ライブス・マター（以

を紳少期に経験し、
「見た目」から明ら

動が

り上がった。2013 年に

による

人の

し

察

に対してオンライン

から始まった BLM
を

BLM）の

動は緔上へと場所

り上がった。この

かな異

のルー

を「オサマ 」とい

うクラスメートの言葉から自覚する中
で育まれたようである。

動は 2016

本書のタイトルが示すように、ハイ

動に取り

ダーはアメリカを中心とした反人種差

年の大統領選に向けた選挙

まれ、それがもともと持っていた勢

別

動・思想の歴史を振り返りながら、

わりなく

現代の「アイデンティティー・ポリティ

の暴力と

への不満

クス」への批判を行っている。彼は第

はジョージ・フロイドの

が踏みつけ

いを削がれてしまったが、
する

察

一章の

俓で

ストンの

人レズビア

とともに抑えきれなく

ンのグループとして活動したコンバイ・

なり、人々は再び緔上に出て立ち上がっ

リヴァー・コレクティブ（1974-1980）

た。

を取り上げる。このグループは、自己

られた 8 分 46

本書 “Mistaken Identity” は以上のよ
うな状況が

く問題化された現在を俰

の

体的な経験と個別的アイデンティ

ティーに

いた政治を思い

き、
「ア

み 解 く 上 で、 重 要 な 議 論 を 提 示 し て

イデンティティー・ポリティクス」と

い る。

者 の ア サ ド・ ハ イ ダ ー は 現

いう言葉を政治的発言の内に生み出し

在、ニ

ー

た。

ークのニ

ースクールに

に女であるだけでも、

人であ

し て い る。 彼 は View

るだけでも、レズビアンであるだけで

Point Magazine の共同創立者の一人で

も緖働者であるだけでもない。自分た

あり、レイシズムやマルクス主義、ア

ちはそれら全てを

イデンティティー・ポリティクスにつ

であり、この

いて Verso や Jacobin などに

想することが必要だと

教

として所

いる。本書の

章で自らのルー

いて述べているが、彼はパ
らアメリカに

稿して
につ

スタンか

民した二世である。本

体的に生きる人間

体性から政治実践を構
言したのであ

る。この議論は Kimberlé Crenshaw が
法学の問題として論じ一般に広まった
「インター・

クショナリティー」、つ

大阪大学人間科学研究科博士後期課程 2 年；u685518a@ecs.osaka-u.ac.jp
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まり「シングル・イシ

ー」型の政治

な

たちというレッテル）に対して、

は特権的な地位にいるメンバーに

ヒ ラ リ ー・ ク リ ン ト ン を「 マ イ ノ リ

中することになり、異なるアイデン

ティーの代表」として表象するために

要

ティティーを持つメンバーを

的な

使われるに

る。マイノリティーが生

地位に置くという議論ともつながって

き

いる。ハイダーが明

み出した概念、思想、実践はマジョリ

に論じるように、

びるために、そして戦うために生

以上のようなアイデンティティーに基

ティーに

づく政治実践と思想が論じていたのは、

するためにさえ用いられる。“Mistaken

様々なアイデンティティーに基づく主

Identity” というタイトルに表された問

体とその要

題設定は以上のようなものである。

との「同

」
（coalition）

これに対して、ハイダーは

を作り上げることであった。つまり、
合的なアイデンティティーに
た

動や反人種差別

まれ

体的な「私たち」が自分たちの状

況に対して活動をするだけではなく、

領され、差別的関係を

存

人解放

動の歴史を参照

にしながら「アイデンティティー」の
特

性には

されない理論と実践を

くとともに、70 年代以降のアメリカ

異なるアイデンティティーと状況に直
面する他者との関係に身を置いた政治

社会で

実践を行うことが目指されていた。

本の側だけでなく人種差別に反対する

しかし、
「アイデンティティー・ポリ
ティクス」の歴史は侇侦して

され

てしまっているとハイダーは指摘する。
「アイデンティティー」は他者との差異
を強調する側面が押し出され、

害さ

人が置かれた状況を論じ、資

側も、人種を
として

定化された所紮の実体

えて政治的分析を行うことで

人種に基づく分

を進めてしまってい

ることを批判している。ハイダーはロ
ナルド・レーガンやマーガレット・サッ

れたものとしての自己表象に基づいた

チ

一体性として

自由主義」と呼ばれる資本の再

えられてしまう。
「アイ

ーからトランプまで続いてきた「新
成や

デンティティー」
、
「インター・ クショ

その緳内でのナショナル・アイデンティ

ナリティー」、
「特権」といった言葉は、

ティーの

アメリカ大統領選でバーニー・サンダー

ンティティーを個別化することでしか

スの「バーニー・ブラ

対応できなかった

り経

問題ばかりを主

ーズ」
（つま
するマッチョ

紷に対して、政治的アイデ
偎の現状を標的と

している。第二章では、

起する大衆
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とそれを「代表する」と

する

人エ

普

性と対比している。つまり、法権

リートの間の矛盾が指摘される。そも

利という抽象的な普

そも BLM

体的な権利の要

動がアメリカ

の

人大統

領のもとで生じたことには、公民権

放的な普

動が一定の成功を

を主

た、

めて以降に拡大し

人共同体内でのエリート
の分化の

性ではなく、

主体に存する自己解

性から政治を構想すること

している。

本書でハイダーは

と

結が見て取れる。第三

人解放

動の

歴史や理論に細かい目配せをしなが

章では、人種それ自体の

絶というヴィ

ら、現代の批判理論を多く参照してお

ジョンなしに

者として、

り、アメリカでの反人種差別の理論的

人を特権
デオロ

人を

として表象する「人種イ

章では、自己を

人であると

の学者や活動家の例から、
「
う

る

準を
本的主

ー」が批判されている。第
人

人」とい

し量ることができる。本書の
は、
「アイデンティティー・

ポリティクス」が個人や

者」

としての自己意識に基づくものに変容
させられている中で、大衆

性への同一化が「政治的」な

の「

いた普

条件が批判される。社会

及するべきものだという点である。現

動における

体的組織性なしでは、個人で「政治

性の探

起に基づ

を紮えられるという現代の政治実践の

が政治実践として

在を生きる私たちが

体的な状況に俰

的」になる過程が「アイデンティティー」

み取るべきことは個別的でありながら

の問題として構想されるしかないので

全体的でもある政治実践の契機である

ある。第

というハイダーの提起に

章では、新自由主義におけ

る社会状況やメディア環境の変化に応

者は全面的

に同意する。

じた政治的「ヘゲモニーの危機」とい
う状況の中で、
的分

人や

人という人種

にとらわれず

俕争の組織化

へと向かうべきことが主
章で、ハイダーは

される。最

体的な状況での

中の

体的な個人から発する「

る普

性」
（insurgent universality）を

起す

し、それをリベラリズムの法的な
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東畑開人

『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』
医学書院、2019 年、368

、定

2200

冨安 皓行
向する

私のまわりの質的研究を行う者（イ
ンタビ

ー、エスノグラフィ、現象学

未来共創ジ

ーナル

で紹

介なされるべき書である、と考えた。
者は

的質的研究法などを取る者）たちは、

依大学で

士

を取俧した

しばしばこう述べる。
「優れた質的研究

綤

は俰み物としても面

学、精神分析、医療人類学である。本

い」
。しかしなが

心理学者である。専門は綤

ら、俰み物としても面

い質的研究は

書は

者の

には生まれない。

力的な研究対

ある

倓の精神

象、研究対象と研究者の間で

出さ

士課程

心理

綈後の

先で

デイケア施設の経験

と分析をもとに

された。

者は実

れるさまざまなことがら（
「データ」
）
、

在する人物を

そのことがらを切り取るための学術的・

しかしながら本書の侙場人物は、まさ

分析的視点、分析を俰者に提示するた

しくそこに実在するようなリアリティ

めの書く力、など。質的研究の面

をもって存在する。

これらの要素がジグ
に

さは、

第 1 章から最

ーパズルのよう

ったとき生まれる、と私は考える。
本書は私にとって面

い。その理由

いていない（345

章はおおむ

）
。

時系緀

に

いながら進行する。大学院

の

者のデイケア施設での

綈後

緖を

め

は先述した要素を備えているからだ。

た理由から始まり、働きだした際のデ

コミカルさを紜しながらの
びは一般の俰者をも

倰な

の

イケア施設での

綈する。

者

は

はさまざまな俰者を想定して本書を
したのだ

う。

身を「ハカ

」
（16

本を「ガクジ

者は本書で自分自
）と呼び、この

書」
（268

）として

きが

かれる。

力的でユニークな利用者・スタッ

フと自身の日々の交流を
ら

者

倰に

者の目

か

いていく。それは日々繰り

返される日常と、その中に急に現れる
出来事の反復にある。最後に

紹介する。この表現は学術界に対する

アの現場で倸え

ある種の

心象を

きる。

者はケ

者は自らの

くことを

わない。心象は記

かしながら本書は私にとって一般書で

述のリアリティと

明さを引き立てて

あり学術書である。私は、一般書と学

いるだ

術書のはざまを自由に

日々を書くことを

倠を表しているようだ。し

そ「学問」と「現場」の「

する本書こ
け

」を

う。

者は代わり

えのない

わない。代り

え

のない日常こそが、ケアの本質だから

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期；h.yuzu10@gmail.com
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だ

う。

者はこれらの

倰な記述を

いて認識されにくい。

ー、精神／身体、ケ

また

アする／ケアされるという二分法につ

社会的

の保障を批判する。なぜな

いて思考し、ケアの本質を探究し、ケ

ら市場経

が「ただ、いる、だけ（316

基にケア／

アを取り

ラ

く社会的な課題に

近して

者は市場経

に基づくケアの

）
」を保障しようとするとき、
「ただ、
いる、だけ」は「強制」的なものとな

いく。
本書の重要な指摘は、主に「
ふたたび」部分と最

間

上、

章にある。その

るからである。
「ただ、
いる、
だけ」を「強
制」する

間は、利用者にとっての避

指摘は、現代社会においてケアの重要

難所（アジール）でなく、利用者を

性が見過

理し自由を

さ れ て い る こ と と、 現 状

を作り出す社会構
る。

に対する批判であ

者はケアの重要性の

てケアと

ラ

ーという二

う

間（アサイラム）へ

と変容する。それはすなわちケアの本

過につい

質の

対立の中

ル的

である。デイケア施設はアジー
間を提

しようとする。しかし

で語る。ケアは「ニーズを満たし、支

デイケア施設は現状の社会構

え、依存を引き受ける。そうすること

ていつでもアサイラム的

で、安全を

る可能性をもつのである。

保し、生存を可能にする。

を取り

し、日常を支える（276

）
」
。ケアに対して
ズの変

ラ

ーは「ニー

のために、介入し、自立を目

指す。すると、人は非日常の中で
そして成

する（276

俊し、

）
」
。この二つ

以上のように

におい

間に変容す

者は、デイケア施設

で行われている実践について俰者に理
解を

し、ケアの重要性の

過につい

て問い直し、最後に現代社会の構

を

批判した。この本は 1980 年代から始

の要素は、人間関係において必ずある

まったケアに関する研究

程度の配分で共に存在しているという。

術的

しかしながら現代社会はケアの社会的

に現在社会の構

による「社会の緯み」

は多くの研究分

でも指摘されている。

を見過

しがちである。なぜなら

ば現代社会は「変化をもたらし、
があり、
）
」

果

を生み出すことを（320

めるからである。
「ただ、いる、

だけ（316

）
」の

は現代社会にお

に一つの学

積をもたらしたといえる。さら

この研究はケアを対象とした研究のみ
ならず、他分

の研究に対しても

点をもち、さまざまな分
えうるだ

合

に影響を紮

う。
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また私はケアの実践に携わる者にこ
そ本書をお

め し た い。 な ぜ な ら 本

書は実践者たちの声を代

していると

同時に、自身のやっていることの

づ

両義性に向き合いながら／もしくはそ
の両義性を言語化する時間もないまま
「日常」を

る。本書の

第に倳意は

者のように次

われていく。
「いま、ここ

きを紮えうるからである。私も自らの

にいること」の保障に

経験を内

去っていった者が今までどれだけいる

は学

させられた一人である。私

現場における「

場所作り」の

アルバイト経験を紜する。
私はある定時制高
とは異なる

体的には、

において

業の場

間で生侕たちと時間を過

した。その経験の中において深く考
えさせられたのが、ケアの難しさと

だ

力し、 れ果て、

うか。その現実から私たちは学ば

なければならない。
以上のように、本書はコミカルで
倰な

の

びでケアの実践現場を

き

ながらも、学術的考察にも優れた書と
いえる。本書はケアの研究分

に対し

の難しさであった。生侕たちはその

て学術的意義を持つのみならず、一般

間を「

の俰者に対してもケアの現場について

きに」過

すのだが、しば

しば彼らは私たちを頼り

する。ス

の理解を

進させると考える。

タッフたちは彼らの「ニーズ」をどこ
まで引き受けるべきかと依度思案する
のである。私の
こまで

場は彼らの

望にど

り侃うべきか、スタッフ内で

時間意見を交わし合うこともあった。
事業存続もケアの現場にとって大き
な課題である。
「

場所」は「ここにい

ること」を保障する。しかし「ここに
いること」の保障は成果に
い。

の方法は「

がりづら

場所」を何人が

利用したのか、どのくらいの生侕がそ
こを利用し進学・
数

したのか、係の

的なデータになってしまう。ケア

の実践者たちは、ケアと

における
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エッセイ

“ 環境先進国 ” の見えない代償

岩根 あずさ
て 2020 倴 7 月
た この

で

、

侎

し

の

侎ス

自動

トが
まり

て

る

生

能エ

が予

れている

らおよ

とする

で

動
の

の

体的な

でト

イの

独自の 8
の人

持
の

の生活

に

め
れる

佽やト

で動いている また、
のいたる所に侎

が、

の

の上に成り

う
が

い

ら進められ

動や

する

の対
進

れること

進が俪に

イ

レ（Øyfjellet） を
が

として
を

として、

侎の
侎所

ス
じめ

れている これ

れる動
住民

れ、

で

サーミの人

る

方、こ

の生活を

ている
に

、20
した

侎

にした侎

な

すという

通

に向けた

倴で

900km

ーと

進しており、

になる
ーを基

らし

見、クリーン で グリーン な

倸

た ますます

スロで

スロ市内で

られていないように

ーで

て

を

し、このクリーンでグリーンな

ていること

ロ

依の

ーなどの主要な
侎

、

上が、グリーンエ

れている

ラム、侎動スクー
自動

ー

の 95

侎で
ー

ら

てト
に倥
俢

イの

て

を

らのイン

や佽俢、

用

ラ

動するサーミ
や

ビンの

によ
、侎偍
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中継器の

、 して

が生活を

で

保に多

な

侎所や

た侣

を

の多

して

侎所の

を

い、ト

サーミの人

イの

侎

としている

サーミの侨のト

て

要な

で

イ

レの

レ

トの

する

り、

また、倕
侎所が

2020 倴 9 月、 イ

レでの

で

所

の
が 4 倴に

や

、

の支
侢

にと

の

ので

能な方法で活用

業」という

によ

て

うこと

侎所の

をめ

じる

を

ミ

した

で

に

の
に

いて

の

要

る

に 「侣

り、アイデンティティ
れ、これまで生態

たサーミの侣

を「

うことを「グリーン

る
ー

的な
のなの

れてしま

た

ミ

に

ロニアリ

を

うことがで

の

が
能

が

事業や

業活動などに

の

りや

れる

これらの

に対する

的な

や

ると主

する

して、

て本当

ない この
するト

な

がな

れないま

としての

とらえら

えて、

イ

ーで

けるサーミの

ニティ

たれないケース

な

な

れている状

に

い

的に行

れて

た

の

態で

ると考えており（Normann 2020: 9）
、

住民

に対して行

れて

た

て

、倕

の場が

侎所

によ

に
て

サーミの当事者た
民

、

の

現

のの、利

ミ

が

の

れている

イ

の

い

が

ム」で

が主

的
を

しい

ら

ニティにと

ン（2020: 11） 、サーミ

やサーミ

ま、サーミの主

サーミの
という

ニ
方で

の 2017 倴の

している（Saami Council 2017: 3-4） このこと

レをめ

ー

を

いを

る」と

れて

や

に対してサーミの

サーミの

り、サーミ

ると

イ

侎
するサーミ

して自

的に持続

、

が進められよう

、 ービンの

のサーミが侨の

9

サーミ

成すれ

こりこの

ーの

ティ

ービンの

して現

る

などが

と直

の

た（The arctic circle 2020）

2021 倴の に向けて 72 基の
イ

や

こ

で

ていないどこ
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、

ま

に

動や

していることが
な

で
れた
ン「
と
り

れた持続

能な

・

ない」

という

れやすい状

に

れた人た

し、

や

を上

、

に、自

自

の中で
人

た

を

り

人

り

たイ

ー

れらの

が

との

行しが

生の
進

う

侢

に

とりの市民
す

ているよう
られる

をする機
ー

を

の

職

が

た

ンや「主
に

で

う

や

が

し、当たり

ていけ

、

として、

に

ま

ースに

る

生とい

のことで

こに

で、し

れてしまう人た

」

とりの間に

リと

見えないとこ
の

たことに

生
し

り
の

れている

り

デ

な

人

けてしま

とりの市民」という

、自

の
の

人

を

たな

方で、最

ない」というスロー

めて侊えられていた
や

の

れ、
進が

能な

の主体
ら

の

、

ている
る

て、

の

に

難に

で SDGs をテー
、
「

生の

た SDGs のスロー

が「持続

と

や

いる

によ

の

の NGO で
た

能な

的な

じると同
の

れようと

倴俪に

倵を

が集ま

ることを

「持続

との

れるようにな
り

る

り

（SDGs）に

に

る」という

で

ー

デ

で

の

・生

能エ

る所で

り

れどこ

ら

る

生

い

体

に

俢として

の

の中に

に

の

らに、
人

生という

る

動と
の

との

人
し

の

が

実に

が

する

がいるこの状

るがこ

を、

る

の生活がな
生の

侉

い直したい

参照文献
Normann Susanne
2020 Green colonialism in the Nordic context: Exploring Southern Saami
representations of wind energy development. J Community Psychol 49:77-94.
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Saami Council
2017 Tråante Declaration
https://www.saamicouncil.net/documentarchive/samekonferansen-i-trante-2017
（2020/10/9 アク ス）
The arctic circle
2020 Arctic Global Indigenous Dialogue on Indigenous Guardianship and Self
Governance, 17 January 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Dpbh4ED_NPA&amp;feature=youtu.be
（2020/10/9 アク ス）
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エッセイ

がんとの共生

石蔵 文信
ン
ラムを
す

ー

より体

まりに
を

りま

でした

らに

なことに
間

て
に

で

れ

実に
事が

の
の

イムリーな

ラムで

れな

な

まで

に

にが
に侇

ました
するデー
が

が見

りまし

していました

らに

え（

）

たないような

の

て

をして

る PSA が 2000ng/ml を

活を

しての

に

をすると

い

生に

をしたとこ

CT で

で、5 月の
い

より

的に

ていると

いと

4
がしました

りを見るのです いよいよお

ました

の

や

の

など

1

でした

、
で

倧器

で

をして

侢が

いことが

なり

ますので

や

療です
ンを
ン
ンが
テロイ

にと
、

最

しい

な状

え

中

していました

の指

なり

が

の

れやすいので、

が

が

ー

れました

倴

た

ン

）

らい、1 倣倥
りました

療法の併応で
が

え込
の指

な

、

ンの
療です ま

をシ

ト

して

が

しますのでステロイ

に侇

してい
ン

いために、
体

ンします
し、
同

の

の方法

で偃

ないようにします し

けた

ら

して

る
で

に
用します

ン（ス
が

で

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター招へい教授；ishikura.f@gmail.com
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りま

ので

的

用が

な

、現

が

り、

俪に

な

用

な

なり、

しています
いに

この

ン療法

らいまで

が

て

ました

PSA

1

と

ていましたが、このように

た

最

の

と

で

、この

ようです

医

」と

に侇

していると

のため

し

医

が

ら運動を

倣の

、

らし、が

本倴の 2 月の
ですが、主
れます
の

者と
に

で

けて

に侇

な

まし

らい
らい生

る

、

が

生

が

なる

い

ること

の
ど

状

まり多

のが

が見

）

ら

り、

ングで
たの
が

で

、定

で

が

りの

偍

ります このような

見で
した場

者

3

たと

者

1 ～ 2倴
で

イ

が

する
期

らの場

の

の

たまに

な

な

に生活し、 る倣俴

が見
を

けで

けをしています

（2 ～ 3 倴
ら

しない

のためテニスを

した

たのです

と

していると運動

らい倣

ります

ら

で

と

れますが、

なるのです
健

に

なり

に

が見

が見られたと

期

に侇

者とな

にが

う状態です お

、
の場

が

ンで、

にが
者

期が

をいた

的に 3 ～ 5 倴

められました

の

れること

場

にいない

のことを「1000 倣

えない

まり 2 ～ 3 倴
のレント

と

機

1 侢 らいの り、月に 2

医によると、

を

期

自

をしていて

いのですが、
、

ラムを

療により

ています

いので、主
～4

この

しています

の
方が

の侇

てよ

た

らが

らしい

に俴

が

にが

と

とい
者と

生している

るのです
な人で
の

に

1 倣にが

が

の間

いでが

を上

るのが

や

で、

の

、俪に NK

です

個
最

という

生すると

れています

がで

るようで、

のが

ラ
がや

の
ラなの

けて
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なりま

ストレスなどで

が生

り、

者にが
が

機能が

して

で

の多い

ていることに

の

の

者

が

し

りま

イン

エン

で

な

る倣俴

健

たが

る偃

ま

生していると

え
的に

すことがで
、

型

の

ロ

る

で
ィ

スや

う
中や

て

など

するのです や

いえます 60

と

て

、

の

と

の

で

なりショ

クを

を

り

て

生している

れ

能

りま
て、

たが、

が

10 倴

を
とを

ら

して
ました

中

とと

ました

に生

の中で

のために

ことに

し

生

人生 100 倴

と

れていますが、人間

上

けると

方や

60

どう考えでし

う

のこ

な
しいと

じています

まで生

れ

おまけの人生と考えて、なるようにし

ています

する

ら多

して

することの方が

ていまし

に方に

者や

ていま

60

療が

ていて
るでし

が

と

になりやすい人が

行している
で

動

れます

を

能

るが

2 人に 1 人の

てが

を

の

として

上

とす

動

に進行し、
の予

を

に

、が

し
俪に

倣で

生しやすいことや

で

のためにが

こと

に限ら

最

によ

ようになりました

が

が

るようです

けなのです

改善し、多

れたと

が

れていますが、
ている

見

ると、

上

、

ならないと

?
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死に方との共生

山中 浩司
ン
ー

）を

ー

い

たと

、

に方を考える
ーラムの
と

の
村

人
期が

りながら、
と

ーラム

に

いて

村

、

という

を

る

のない

に
村

いが

れ

た
れ

ン

ーでや

人 5 人のう

本

ける
の

え
の健

に、
「

、

めた 2010 倴、
の

生を中

、

期が

」という
や

に、上

、

（

」が

に
同報

イト

で

報

て、

りでや

けられたのがな

とれる

を

よ

よ

考えて

ると、

生の

俊

で「

と

」

れ、

の

が

れ

で

ながら、5 倴間、
「

ています

3 人がが に
5

生

ました

していることになり、ますます「
ました

方

りました

2015 倴、 期が を うこと 5 倴、 事 村 生
の

346

生

、

り

生を

た

俊

けました

、

いて考えて

な
、

期医療の

、

生する「生」に

の （本

が 10 倴間続けて

、

向に

、中村

生のが
ど

で

5

生が

の

サ

で、

イ

ーです）

じられる状
スト

になり

業

にお

をしたのが 2013 倴、

てるの

え～」と
し

し

い

と
れま

す
のサ

イ

ー、す

に

村

ーラムを

めたと

の

いをしているう

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター

、

に

俊

がが
に

センター長；yamanaka@hus.osaka-u.ac.jp
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の

と、

ります
り

と、
「

」ととなり

して、こうした状

け

の

（

に、すでに

た

侢成

の倣本で

期生まれ）

たと「

」の

、

が

の相続が

うす

のです このこと

倴

で

た

の

が 94

まで「自

90

」で

る

に

、

り侫俴で、
な

い

れで、ようや
お
る

を

方」を

うした方

ことが多

らな

に生

、お

ら

ているという実

ます

の

ま

「

行して

で
めて

し、

ないので

のお

」や「

ら

、
「

生と

と

を

でいた

」 な

れ

を

てないので

人を

りがとう」と

という

が

ました 「

り「

な

人の生

、

の偃

れを

ら 「生

方に

」や「

る

」という

り、助けたり、

ない

と

で

うことを

の

考えてい
と

ど

とすると自

らいが限侢で
にし

」を

し

ら、人の

、100

必要が

の当事者の方に

に侦れ、ようや 「

ました

がことと

うことで、こ

めました（

でしたが、最期を

に

な

、人間

の方が、や

れ

ない

てお

たのです 「

難

して

」でした

でした し

まし

生することを

ということを考えるようになりました 「

がなけれ

し

、
「

の相続の

なない」と

ていて

に方」と

れています

しい間

いました

ーラムと

れます

る、

らや

と

るのに

、と

生しましたので、

を続けていますが、多

に考える

い

の
、
「

ています

を

の

に

らない

を見

な

生してようや

い

ーラムなどをい

な

ると

な

し

し

ということに

で

りましたので、このことにな

たことが

ているのです

ことを考えていると、
、

で

ていた
に

「

ない

」と

）

で

いた施
り

、

の方

けれ

り」がなけれ

どうな

に

りに向けられた

」

ていたで

う
俰
」で

イデ
ると

ーの佸

人

れていました こういう

「

倚

で
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利用
れ

れましたので、

れ 「

」と

るようにな
スとの

います

い

しい

が
まな

い

ない

のように考えたり、
期の

のと

のが

の

生して
な

生

ていた人

いない

で

な

、本

に

ます

の「

の

期の

じけて、
れの
ら

の倣
」の

で

た

が

と

より
ことが

る
、

ィ

との

生

考え

生するというの

、

と

の

たの

ま

ィ
の

で

けで、

ら

めた

の

で

侢成
の

ているのが倣
にと

ういう

たりして

しれま
が

ら、事実上

です

このことをよ
生や

れ

たので、

間にす

な

れ

、

る

に考えられ

の中で、

なり、また、

りますが、実

ま

になり、

いてようや

ロ

な

れ
侢成

者

と

方に

考えないといけな

ないといけま
して

生する生

たの
生

ーでしたが、

している
て

のが

た

、

の

スや

と

、

しい倣

けと

え

期の倣本の

い人
です

れ

、

が

ら、

と

れ

しれま

要になると

えます
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エッセイ

「共生のジャーナリズム」考

脇阪 紀行
本

ー

が

成する

、

生プログラムを

業して

いる

2013 倴 9 月に
倴

り

人生
が

ていた

を
めての

ら

職員、

生の

い

助とするために、

アが

生

実現に

ディアが
「
生」の

り上

い

のような
たので、

たが、テー

の

自らの

の

の

生た

の

で
に

イン

、

生や

て

いて

た

、
と

生」
「多
生が
の

た

が

生に

り

、

の現場体

防

プの支援

という

の

倵を

トなどの

ディ

たい
向けの

倩

ら2倴

ど

、

けて、
「

を

委員として

れたの
た

ーンシ

の
て

たい

ー

生や

が侃

する、

を

倣

いい、という

たと
にま

し上

生」などに

いた

俚い

生

ー

いて考えて

に

生」
「
いて

、

方、当

を

を

行、

たす

として
に

な

・テレビやイン

たす

や体

が

の

して

ていた

た

の

生に

生」
「

に

にま

ないが、

める

業のテー

多

る6

・トロント

など、

的

うこと

生を

集、

員生活

、

いた

多

職し、本プログラムに

い

るをえない
、

生プログラム

NPO や がい 支援の

、

大阪大学未来共生プログラム非常勤講師；wakisakanoriyuki1@gmail.com
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、市
を俧ていた
支える

人の

た現実を

現実に
倣

方、

、

別とい

た事

リアンを

ない

がい者

のの

をじ

や

がい者の

業で

り上

の

り

を

体による

の

者

に

俚に

間

た

リ
や

、

ー
ない
リ
で

リ
ム

る

人

業で
たの

を

、

者のニー

的に侊えようとする

を

施

通の

を

や

事を
俆

た 2016 倴

1984 倴 を り
の

に

とい
した

、

指

たテー

の

の

を

ー

リ

ム」という

のこと

た

ディア

）による「ケアの

こと

た

に応え、

の

ディアに
こで対

する

を基
の自

主

を
と

」の
る「ケアの

しているので

ン
れるの

の
、
「

に、
ー

ー

、

れている「ケアの

ス

職員

に

とな

生、

ながら指佯した（
を

イトス

ースによる

ら 2、3 倴

で

侂、2011 倴）

や自

り

の

生の

考を俰
方

で

介した

（

ム」が倣本の
偍

ディアや

・侵

的

、と

実」が

の中で、
「

ムなど

し、

イクニ

介護の中で

」という

ミニ

を

スト

事

いて、

人の

なり、

うようにな

ム

じる

な
者の

が

れない中で、
「

た

うした自らの
け

が

いて考えるようにな

業生

業で

やま

に

いた

た 2013 倴、

じた

ト上の

れ、
「

を

ア

に価めた

での

イトデ

ら

のディスト

り

る佚を

侊えようとするテレビ

ョー ・ ー

、

を

実
と

えてい

主

がない」と

をな

が指佯

、
上

る

、

れた

れた

生

を

、中

依

い、19 人が

まな

者のアイデンティティの倿

2016 倴 7 月、 的 がい者施 、
が

ま

こ

ら

的

、

ートを通じて、

的にした

による

生た

業のレ

、

れた
ー

所などで

の

をで
リ

る

ー
」
け

ム
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の

法として、倣本で

や介護・ 護、

て

踏まえる「ケアの
支援者に
を

と

ら
ー

り侃い、

れて

た

ン

ーまで

、
リ

ム」で

えて

、

れに対して、医療

り

しながら、

現場の実情を
とを

の

えた当事者や

倿や

し

の

してい
の

者人生を

間

いな

を

い上

する

ー

り

れていた

、

い者、倬

し

た

、

リ

ム」と対
侉を

る

の

対

て

、俰者、

や

で

り上

な

し

が

り

業に
る

民
た

人

る

、ケアする

とケア

れ

を

えるにし

り

ること

う」という

情に

え

、NHK の

がい者情報

ラエティ

れた

を人

の 24

者の

の

人の
た

ど

者で

と

える

いた現
や

動

間テレビを

情的

の

リ
を

り

した ま

にする

に、

ディアの

う
の中

等、多様

者た

の

の

侉で

ら

、

し

を

えようとす

ー

の

がえた

という
「

ー

い

ストとして

に

で

の
的

」で

た

ている

ム」 、
「

動 の方佣

が

場に

の「

した

がう

の

のままになり、支援の必要

を、健

、支援する

れで

者の

人や

者

、同じ倣に
をえ

リ

ム」

事を

り、

れる当事者が

し

ラが 2016 倴に「
がい者の価

の

られるようにな

ー

することで、ケア
てが

こ

リ

の

や

やすい人

する「ケアの

にならない
上

の倿

で

り

の提

ことに

らし、

など、

ー

（DV）や医療

えていた

の人
で

うした「ケアの

佘内

るなど、医療や
が倴

事が、

て

を

の
ど

た

で、 を

者

支援をしている

た

事に

する T

や
いた

い

うな

ているの

、

に

市の「ミ

、

者の

民

人
で

な

、 の行

を「いま

で
、

ミ

人

ど

ど
ど

を持
ら

る

」
た

T

」
者

とりがど

主体 （Agency）を

、
な

ことで、
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別や人

とい

LGBTQ の
に 1 人の

らい

ら

しい」と

じて

したい」と

を

で

て

れた H

こと

者た
侢

通

ら

、

いが

を

象に

の

倿を

事にした K

た

で

ている
者

たが、相

のことでより

、
「自助グ

と
な

別に

体

する

事が

ける、

で

生のテー

し、応援したいという

や

別に

を

を

い続け

持

に

を

えたいと

し

、

てることで、

えて、

じられた
と

れよう

ー

の
生の

容を

リ

ム」に

という「
デ

、
れの

多様

める

を

こに 「ケアの
の

に侙場する 20

う

れている人
いう

、
「10 ～ 20 人

、

いい

をこなしながら、自らの
ら

者

を

り

らなの

倣

て

て、ようや

けた」と
い

れ

ていた

した

侢の

侊

ープに

る

を

LGBTQ の人で

の

との

的

で LGBTQ の人がいるので

人に 1 人

し

た

の

でいうと、

ー
イ

リ

生の

ー

リ

ム」の

リティＢの「

ョリティ A や B の間の
しする 「ケア」と「

で、これ 「

まらない、

と対

」の

ム」と

的

倵が見て
り

と」を

を促し、

方を

れ

するという侉

方が

しいので

な

い
の

提

いると
独
どう

な

ムでこうした

していない

た方がいいの
、ど

デミ

し

しれない

で
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行されました。本号

編集後記

ジャーナル『未来共創』第 8 号が、今年度も無事に

では査読論文 2 本、特集論文 4 本、報告 4 本、研究ノート 3 本、書評 3 本、エッ
セイ 4 本、そして、フォーラムとして 2 本の論考が掲載されました。フォー
ラムは、本号から新たに設けた区分です。人間科学研究科の大学院生たち
が、それぞれの経験をもとに、大学教育（とくに博士課程教育リーディン
グプログラム）に対する想いや葛藤を率直に語り、「共生」、「共創」に対し
て問題提起をしています。フォーラムという形で掲載することにしたのは、
この論考をより開かれた議論に展開していきたいと考えたからです。読者
の皆様からの応答、ご意見をお待ちしています。

今年度は新型コロナ感染症の影響を大きくうけた一年でした。本号の特集「コロナ時代に
考える『レジリエンス』」では、オンラインとのハイブリッドによる研究会を実施し、議論を
重ねてきた結果として 4 本の論文が掲載されています。
「困難な状況への対応」を様々な角度
から考える一年となりました。研究会から特集執筆まで精力的に関わってくださった皆様、
本当にありがとうございました。
今年度に未来共創センターで実施してきた公開セミナー等の各種イベントは、そのほと
んどがオンラインでの実施となりました。その一例として、
「コロナ禍での多文化共生」に
ついて語り合った「まなびのカフェ」は、

面市国際交流協会との共同で工夫をこらして

実施され、本号にその様子が掲載されています。その他、本号に掲載された研究ノートや、
未来共生フィールド報告、マイノリティ教育ラボの報告でも、コロナ禍での活動の様子が
リアルに伝えられています。この先、何年か後に本号を読み返すときに、この時の様々な
状況が思い起こされることでしょう。
最後になりますが、これまでジャーナルの編集を中心的に担ってきてくださった緱阪紀
行先生が今年でご退職されます。先生のご経験とお考えが詰まった「『共生のジャーナリズ
ム』考」も本号に掲載されていますので、ぜひ多くの方にお読みいただきたいと思います。
執筆していただいた皆様、そして査読していただいた先生方に心より
また、レカポラ編集

礼申し上げます。

の小野寺紓紀さんには、今回も丁寧な編集作業をしていただき、感

謝いたします。

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター・講師
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