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　雑誌『未来共創』は、2016年度に大阪大学大学院人間科

学研究科に設置された附属未来共創センターが発刊する

ジャーナルである。同時に、それは、2013年度から博士課

程教育リーディングプログラム「未来共生イノベーター博士

課程プログラム」が発刊してきたジャーナル『未来共生学』を

発展的に受け継ぐものでもある。創刊号となる本号は、『未

来共生学』第7号という位置づけである。このことは、未来

共生プログラムが2018年度をもって一旦終了し、今年度か

ら人間科学研究科に移管され、附属未来共

創センターにてプログラムを継続していく

ことになったということを直接の契機とし

ている。

　附属未来共創センターは、人間科学部・

大学院人間科学研究科の学生や教員が世の中の人びとと共

に未来を創っていくことをめざし、その双方をつなぐ、つ

なぎ目の役割を担っている。共に創られる未来は、多様な

人々が共に生きる未来である。言い換えれば、センターは、

未来共生という状態を目指して、共創を促進していく場で

ある。『未来共生学』の最終号となった前号（第6号）は、「未

来共生を構想し、実現するための試行錯誤は、これからも

続く」という言葉で締めくくられている。実は、『未来共創』

は、その試行錯誤を行う場であり、『未来共生学』をしっか

りと引き継いでいく。その上で、独自の企画も盛り込んで

いく。今号では、附属未来共創センターで始めた2つの研

『未来共創』
発刊にあたって
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究会―「共創知研究会：共創とは」と「テーマ研究会：インク

ルージョンと共生」―に対応した2つの特集を掲載している。

　附属未来共創センターが担う共創は、学生や教員が大学

の専門知や統合知を世の中に単にわかりやすく伝えるとい

うことではない。逆に、学生や教員が世の中から学ぶとい

うことだけでもない。共創とは、文字通り、大学と市民が

共に創っていく過程のことである。もちろん、この過程を

対象とした未来共創学はまだないし、そもそも学とならな

ければならないわけでもない。そこで、雑誌名から学を省

くことにした。

　従来の学術雑誌という内容や形式、あるいは、学という

言葉にとらわれることなく、より自由により開放的に編集

していきたいと考えている。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

ト等を掲載していくが、より幅広い書き手と読み手を獲得

していけるよう工夫を重ねていきたいと考えている。まさ

に、この雑誌を作っていく過程こそが共創の一つなのだから。

　　2020年3月19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
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要旨

キーワード

目次

人間科学型の共創および共創知を
目指して

　本論の目的は、現在の日本で広く使用されている「共創」
という概念を批判的に検討することにより、大阪大学人間科
学研究科、および同研究科附属の未来共創センターで推進さ
れている「共創」と「共創知」構築の試みの特徴を論じるこ
とにある。従来型の共創は、大学内で生成された専門知を社
会に適用する、そして共創の目的は価値創造とイノベーショ
ンを引き起こすことという側面が強い。それに対して、人間
科学型の専門知はそもそも大学の外でフィールドワークに
よって、つまり様々な人びとの共創によって生成するもので
あり、共創の過程と共創知の生成は不可分に結びついている
ことが明らかにされる。

栗本 英世

1. 「共創」という概念の使われ方
2. 大阪大学における共創
3. 人間科学研究科における共創―

未来共創センターの挑戦
4. 「知」の存在様式―共創知をめ

ぐって

論文

共創
共創知
フィールドワーク
大阪大学
人間科学研究科
未来共創センター

大阪大学大学院人間科学研究科；eiseikurimoto@yahoo.co.jp

特集1  共創・共創知とはなにか
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　2020年1月16日、大阪大学大学院人間科学研究科附属の未来共創センター

が主催する第2回シンポジウムが、大阪大学吹田キャンパスの銀杏会館で開

催された。このシンポジウムは、「未来の共生社会を創るために――未来共創

センターの挑戦」と題されており、私はそこで基調講演「共創知とはなにか―

―人間科学研究科教員・学生の実践から考える」を行った。本論は、講演内容

を大幅に改訂加筆したものである。

1. 「共創」という概念の使われ方

　共創（co-creation）という概念は、過去10数年のあいだに広く使用されるよ

うになった。現在では、この語は「バズワード」としての地位を獲得している。

つまり、なんとなくかっこよく専門的に思えるので、深い意味を考えること

なく広く使用されている概念ということである。その意味で、共創は、「イノ

ベーション」や「共生」とよく似ている。一般の人たちが、日常会話でこうし

た用語を使用するのはよいだろう。しかし、こうしたバズワードが、一国の

政策の柱として使用されるようになると話しは違ってくる。どういう文脈で、

なんのために、だれのためにその用語が看板として掲げられるに至ったのか、

そしてその用語が正確にはなにを意味しているのかが、注意深く分析される

必要がある。「学問の府」たるべき大学が、自分自身で使用しはじめた概念が

社会に広がってバズワードとなるのではなく、すでに流通しているバズワー

ドを借用して大学の目的のひとつに掲げる場合は、一国の政策の場合よりも

ずっと注意深い分析が必要となることは言うまでもない。

　過去数年間、私自身が大阪大学の一教員として共生や共創という概念を使

用してきたので、本論で展開される批評は、自分自身に対する批評でもある

ことを、まず確認しておきたい。

　さて、共創という言葉は、「共に創る」ことであり、「みんなでいっしょに新

しいものを創造する」ことを意味していると考えられる。それ自体は「よいこ

と」であるように思える。ちょっと考えると、つぎの段階で問われるべきこと

は、「みんな」とはだれか、なにを、なんのために創造するのかであることが

わかる。そもそも創造とはいったいなにかという、より哲学的および神学的

特集1  共創・共創知とはなにか
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な問いもある。これら一連の問いは、本論の出発点であり、到達点でもある。

　さて、共創にかかわる議論をはじめるために、まずこの用語を検索してみ

よう。Googleで「共創」を検索してみると、1億2300万件がヒットする。“co-

creation”で検索すると、なんと9億6400万件である 1。

　日本語で検索した場合のトップに登場するのは、NetCommerceという IT

会社のサイトに掲載された文章である。

「『共創』の3つのタイプ～この言葉をお題目にしないために～」

最近、この言葉をよく目にするようになりました。特にデザインやマー

ケティングの界隈で使われているようですが、IT企業でも「顧客との共

創」を掲げ、お客様との関係を深化させてゆこうという想いから、経営

方針としているところや、「共創サービスの体系化」を発表し、ブランド

として広めて行こうというところもあるようです。

この言葉は、2004年、米ミシガン大学ビジネススクール教授、C.K.プ

ラハラードとベンカト・ラマスワミが、共著『�e Future of Competition: 

Co-Creating Unique Value With Customers（邦訳：価値共創の未来へ―

顧客と企業のCo-Creation）』で提起した概念と言われています。企業が、

様々なステークホルダーと協働して共に新たな価値を創造するとと（原

文ママ）いう概念「Co-Creation」の日本語訳です。

この言葉が、いま注目されるようになったのは、ビジネスのスピードが

加速し、その変化へ即応の如何が企業の死命を制する時代になった、と

いう意識が高まったことが背景にあるようです。

　以下は省略するが、「3つのタイプ」とは、双方向の関係、オープンの関係、

連携の関係という関係の3類型を意味している。

　共創という概念の起源として言及されている著書『価値共創の未来へ』2の

ことを、私は知らなかった。私の知的関心の範囲からはずれた分野の本なの

だろう。原著はHarvard Business Review Pressから2004年に刊行され、日本

語訳は同じ年に刊行されている。二人の著者は、それぞれ経営学とマーケティ

ングの専門家である。上記の文章によると、共創とは「企業が、様々なステー

特集1  共創・共創知とはなにか
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クホルダーと協働して共に新たな価値を創造するという概念」であるらしい。

Amazonの内容紹介によると、本書は「企業主体の価値創造」から「顧客中心の

価値共創」の時代へという新しいパラダイムを提示する」とのことである 3。

　「企業研修、採用、評価、人材開発、福利厚生のナレッジコミュニティ」であり、

日本最大のHRネットワークと称する「日本の人事部」のウェブサイトがある。

ここで共創は以下のように取り上げられている。これは検索の2番目にラン

クされている。長くなるが、以下に引用する。4

　「共創」とは、多様な立場の人たちと対話しながら、新しい価値を「共」

に「創」り上げていくこと。企業の場合は、消費者や協力関係にある企業、

社外人材といったステークホルダーを巻き込みながら、プロジェクトを

進めていきます。商品を開発・改善したり、広めたりするためのマーケ

ティング手法として、またはイノベーション創出のきっかけとして、近

年のビジネス戦略において重要な概念と捉えられています。

　ここ数年、商品開発に関わる人たちや組織改革に関わる人たちから「共

創」という言葉をよく聞くようになりました。想定外の事象が次々と発

生するVUCAの時代、消費社会の場では「変化への対応力」が求められて

おり、共創の概念が広まっているのです。　　

　共創は「コ・クリエーション（Co-Creation）」の訳語として、マーケティ

ング手法の一つと捉えられることが一般的でしたが、最近では「オープ

ンイノベーション」の要素を含んだ考え方として広義で使われるように

なってきました。エンジニアが集結しソフトウェア開発を競う「ハッカ

ソン」や、新たなビジネスモデルや社会課題への糸口となるアイデアを

シェアし合う「アイデアソン」もその一つです。

　なぜ今、共創が必要とされているのでしょうか。それは、あらゆるマー

ケットが成熟し、新しいサービスが生まれにくくなっていることに起因

しています。市場での競争が増すことで、製品やサービスの消費サイク

ルが加速し、企業は製品やサービスの差別化に苦戦。消費者の好みや生

活行動も細分化され、一企業の努力だけでは消費者の気持ちをつかむこ

とが困難になってきているのです。

特集1  共創・共創知とはなにか
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　知見や成果を共有する「オープンな環境」が共創には欠かせません。

SNSの普及も手伝って、従来のように企業が消費者へ価値を提供すると

いう一方向のベクトルだけではなく、消費者から企業へ、また消費者同

士が直接つながり、情報をシェアし合うことが容易になりました。

　企業が消費者に一方的に製品を提供し、製品が売れたら完結する時代

は終わりました。企業と消費者が継続的につながり、モノがサービス化

するこれからの時代、ビジネスにおいて「共創」は重要な手法の一つとな

るでしょう。

　ここで示されている共創の理解は、先述したNetCommerceの場合と基本的

におなじである。企業にとって主要な共創のパートナーは消費者である。以

下の議論にとって重要なことは、共創が「オープンイノベーション」の手段と

捉えられていることであり、共創を生み出すには「オープンな環境」が重要で

あると認識されていることである。

　共創については、多数の日本語の書籍がすでに刊行されている。網羅的に

レヴューすることはできないが、手元にある二つの本を取り上げる。社会心

理学者の川上和久と電通メディア社会プロジェクトの著書『情報イノベーター

――共創社会のリーダーたち』（講談社現代新書、1999年）とマーケティング

やイノベーションの専門家である玉村雅敏が監修した『ソーシャルインパクト

――価値共創（CVS）が企業・ビジネス・働き方を変える』（産学社、2014年）で

ある。後者には、博報堂がかかわっている。これは偶然であるが、これら二

つの共創を主題とする本には、日本の広告業界の二大大手であり、社会・経

済的影響力も大きい電通と博報堂がかかわっていることが注目される。

　『情報イノベーター』は、共創の起源とされる『価値共創の未来へ』が刊行さ

れた2004年の5年前に刊行されている。多様化、情報化、変化のスピード化

を特徴とする近未来の社会では、「決められたパターンの中で動くのではなく、

状況の変化に合わせて適切な方向づけを創り出す、いわば『共創型のオピニオ

ンリーダー』」が必要となる。こうしたリーダーは、時代と社会のイノベーター

であり、本書のタイトルである「情報イノベーター」なのである（1999: 7）。情

報イノベーターは、社会とともに企業の経営を推進すること、つまり共創の
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推進に貢献すること、言い換えれば「共創型マネジメント」の実現に役立つこ

とが期待されている（164-167）。

　『ソーシャルインパクト』のほうは、「価値共創」（CSV, creating shared value）

をテーマとしている。CSVは、「日本を覆う停滞感や閉塞感を打破するかも

しれない新しい企業・ビジネス・働き方のヒント」（2014: 2）である。本書のタ

イトルになっている「ソーシャル」は、単に社会的という意味ではなく、「つ

ながり」や「世間」を意味する語として使用されており、企業にとって重要な

経営資源とみなされている。「つながり」は、社会課題解決の鍵であるとともに、

CSVを創造するための共創の基盤にもなる（2-6）。本書では、顧客、消費者、

地域との共創によってCSVを創造し、社会課題の解決にも貢献した企業の事

例が複数紹介されている。

　いずれの著書においても、共創は、先に検討したNetCommerceと日本の人

事部のウェッブサイトにおけるのと同様、企業の経営とマーケティングにか

かわる新しいあり方、それもビジネスの成功をもたらすが、企業が利益を得

るだけでなく、共創の相手にも利益をもたらし、社会課題の解決にもつながる、

革新的なあり方として称揚されているのである。

2. 大阪大学における共創

　大学でも共創の名前を冠した学部や講座が誕生している。愛媛大学には、

2016年に社会共創学部が開設された。「学部理念」は、「持続可能な社会の実

現を目指して、社会共創学部は、地域協働を通して課題解決策を企画立案で

きる人材を育成し、地域とともに新しい未来を創ります」と規定されている 5。

九州大学では、共創学部が2018年に設置された。その理念は以下のごとくで

ある 6。

100年以上の歴史を持つ総合大学である本学が総力を結集し、複雑化・

多様化するグローバル社会において、多様な人々との協働から異なる観

点や学問的な知見の融合を図り、共に構想し、連携して新たなものを創

造する「共創」をコンセプトとして、新たなイノベーションの創出を担う
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人材の育成に取り組んでいきます。

　愛媛大学の場合は、いわば地域密着型の人材育成が目指されているのに対

して、九州大学の場合は、グローバル社会においてイノベーションを創出す

ることが可能な人材の育成が目指されている。この二つの大学のほかに、広

島大学の総合科学部には、2018年に国際共創学科が設置され、九州産業大学

にも2018年に地域共創学部が設置された。

　大阪大学は、大学全体の目標として共創を掲げている、日本ではおそらく

唯一の国立大学法人である。それを唱導したのは、2015年8月に大阪大学第

18代総長に就任した西尾章治郎であった。西尾のリーダーシップのもとで、

「共創」は大阪大学全体の運営にかかわる基礎概念として位置づけられたので

ある。就任早々の9月に刊行された『大阪大学NewsLetter』69号の巻頭インタ

ビューにおいて、西尾は「知の協奏と共創」というスローガンを打ち出した 7。

インタビューは就任前の7月に行われている。「スローガンはありますか」と

いうインタビュー者の質問に答えて、以下のように述べている 8。

「知の協奏と共創」です。今後、人文学・社会科学は、日本の持続的なイ

ノベーションを起こすうえでより重要になると思います。今までイノ

ベーションというのは、自然科学の研究成果から起きると言われてきま

した。そして、人文学・社会科学の役割は、先端的な自然科学の学術の

知を現在及び将来の人類の福祉に寄与する水路に導く方向舵としての役

割を担ってきました。ところが、今後、社会が複雑で混沌とする時代に

おいては、持続的なイノベーションは、人文・社会・自然の全ての領域

において創出される多種多様な知に耕された社会的土壌を基盤にして初

めて可能になると考えます。この事実に留意すれば、人文学・社会科学

と自然科学が総体としてあいまって熟成し続けることの重要性は明らか

です。その観点からも、大阪大学の多様な「知」が 連携し合うこと（協奏）、

また、そのような「知」を構成員、関係者の皆さまと共に創出していくこ

と（共創）が重要だと考えます。
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　「どんな学生を育てていきますか」という質問に対する答えでは「『グローカ

ル』な資質を持った人材の育成」を強調している。

グローバルとローカルを合わせた「グローカル」という言葉があります。

例えば、今日は日本の山あいの集落で住民に溶け込んで調査、研究をし

ているかと思えば、次の日はニューヨークの国際会議で学会発表すると

いった、地域に根差した視点を持ちつつ世界も視野に入れて活躍する学

生、つまり、「地域に生き世界に伸びる」という大阪大学のモットーをま

さしく実践するような学生の育成ですね。単にグローバルだけというの

は、上滑りの感じがします。大事なのは、「教養」「国際性」「デザイン力」「コ

ミュニケーション力」を兼ね備えた人材を育成することです。

　翌年正月の「年頭所感̶OU (Osaka University) ビジョン2021」において、

西尾総長の構想は、より具体的に表明された。今後6年間の指針となるべき

「OUビジョン2021」（以下、OUビジョン）を作成中であることを公表し、そ

の骨子を論じた。OUビジョンのキーワードは「開放性」（openness）である。

西尾の考えは日本の大学が閉鎖的であるという認識に基づいている。開放性

は、その閉鎖性を打破するための契機であり、OUビジョンは5つの開放性

を柱としている 9。

私は、日本におけるイノベーションが遅々として進まない要因として、

組織の内と外の間に立ちはだかる厚い「壁」と、その「壁」の内側での狭い

「ムラ社会」の存在が大きいと考えています。そこで、学内における部局

間の「壁」、また、学内と学外を隔てる「壁」を取り払い、大学の知を広く

世のため、人類社会のために開放すること、つまり「Openness」を骨子と

したビジョンを策定しております。具体的には、オープンエデュケーショ

ン、オープンサイエンス、オープンイノベーション、オープンコミュニ

ティ、オープンガバナンスの五つを柱としています。 

　こうした指針のもと、「お互いの知が協奏（concerto）し合い、そして

構成員皆で知を共創 （co-creation）する」場の形成を目指して自らの変革
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を遂げ、大阪大学を世界に名だたる研究型総合大学へと進化させたいと

願っています。

　「共創」（co-creation）という概念はここで登場する。この時、共創は「協奏」

（concerto）10とセットになっていた。

　さて、OUビジョンは、「オープン」という形容詞のあとに、エデュケーショ

ン、サイエンス、イノベーション、コミュニティ、ガバナンスという5つの

名詞を付けた、5本の柱からなる。「年頭所感」における説明のなかで、共創と

いう用語が登場するのはオープンイノベーションの箇所だけだ。少し長くな

るが引用する。

… 大阪大学は世界でもトップクラスのイノベーティブな大学としての自

信を持って、産業界との連携をさらに力強く前進させます。その一環と

して、「産学連携から産学共創（co-creation）へ」をコンセプトに掲げ、新

たな社会的価値創出につながるイノベーションを目指します。すなわち、

技術的研究開発を中心に進められてきた従来型の産学連携に加え、異業

種や異分野を横断した組織的な共創、男女協働による共創、自然科学と

人文学・社会科学の壁を越えた共創、基盤研究を実用化研究につなげる

共創、技術とサービスの共創など、あらゆる視点で「産学共創」が生ま

れる大学の実現に果敢に挑戦していきます。そして「産学共創」のベース

にあるのは、結局は人、つまり、人材だということも忘れてなりません。

参画する人々が生き生きと活躍し、その豊かな才能、着想、感性が相互

に交わることで、社会的価値の創出、すなわち「イノベーション」につな

がります。私は大阪大学方式による「産学共創」を通じて、「How to doか

ら、What to do 重視へ」を合言葉に、この世の中で真に何をすべきかを

考えられる人材を生み出し、社会と大学との間における人と価値の循環

を促進していきます。

　OUビジョンの核となった共創という概念は、主として従来の産学連携の

発展形態としての産学共創という文脈で使用されていることがわかる。そし
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て、共創の目的は、新たな社会的価値創出につながるイノベーションを達成

することと規定されている。社会的価値の創出とは、すなわちイノベーショ

ンであるとも述べられている。

　「OUビジョン2021」は、2016年2月にパンフレットのかたちで公刊され、

その後『阪大NOW』148号（4月号）にも収録された 11。基本的には「年頭所感」

で述べられたことを踏襲しているが、若干の改訂や加筆がある。冒頭で西尾

総長は、大阪大学が目指すべき姿について、以下のように宣言している。「自

ら誇りとする卓越した知の探究を礎としながら、学問間分野で知の交差に挑

むとともに、社会の多様な担い手と協働することで、『知の協奏（Orchestration）

と共創（Co-creation）』を実現する創発の場へと進化していきます」。「年頭所

感」と同様、共創は協奏とペアになっているのだが、協奏の英語訳はconcerto

ではなくorchestrationになっている。この進化によって、大阪大学は「世界屈

指の研究型総合大学」になるだけでなく、いまだ世界のどの大学でも実現して

いない“University 4.0”に到達すると主張されている。共創という概念は、「年

頭所感」で強調されたようにオープンイノベーションの項目で「産学共創」と

して登場するほか、オープンエデュケーションでも言及されている。それは、

大学の「専門知」と社会の「新たな統合」を生み出す手段と位置づけられている。

もはや高等教育は大学人だけが独占すべき営みではなく、問題の発生し

ている現場にいる人々との共創も視野に入れるべきです。大学の専門知

と産業界、市民社会との協奏と共創によるオープンエデュケーションは、

専門知と社会の『新たな統合』を生み出していきます。

　オープンコミュニティでは、「グローバルなネットワークの拡大による知の

協奏と共創」という小項目に登場する。

　共創の理念を実現するため、2017年4月には従来の産学連携本部が「産学

共創本部」へと改組され、同年8月には「社学共創本部」が設置された。なお、

2018年1月に両者は新設された「共創機構」のもとに統合された。産学共創本

部の設置については、『大阪大学NewsLetter』77号（2017年8月）で「共創イノ

ベーションへの挑戦」と題して、4頁にわたって特集されている 12。それによ
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ると、産学共創本部設置の趣旨は以下のごとくである。

これまで大阪大学は「Industry on Campus」を掲げ、常に新しい産学連携

モデルをつくってきた。そして、社会における活動主体が多様化し、そ

れぞれが担う役割が重層的になってきた今、産業界と大学が共に何を目

指すか、何が課題になっているかを考え、新しい知を創り出す、すなわ

ち『共創（Co-creation）』する大学へと変革を遂げようとしている。その一

環として、「産学連携」を「産学共創」へとパラダイムシフトすべく、大阪

大学は今年4月に産学連携本部を「産学共創本部」へと改組した。

　同本部は、「イノベーション共創部門」、「テクノロジー・トランスファー部

門」、「共創人材育成部門」、「出資事業推進部門」の4部門から構成されるが、「共

創」ともっともかかわりが深いのはイノベーション共創部門である。そこでは、

「協働ユニット制度」を取り入れ、「大阪大学で生まれた、様々な用途に応用で

きる革新的技術（いわゆる 「プラットフォーム技術」）を最大限社会に役立てる

ためには、複数の企業と契約し、複数の用途での事業化を図ること」が目指さ

れている。これは大阪大学独自の制度であると特筆されている。

　また、この『大阪大学NewsLetter』77号の特集では、「共創イノベーション

プラットフォーム」の構築（2017年7月）についても報告されている。この目

的は以下のごとくである。

これまでの産学連携は理工系・医歯薬学系の研究による取り組みが中心

だった。そこで今後は、文化・芸術・芸能・くらし・まちづくり・スポー

ツ・健康・経営など、人文社会系の研究が理工系・医歯薬学系の研究と相

乗効果を発揮できる分野も含めて、近未来の社会課題解決や新たな価値

創出を目指す。

　この文脈における共創イノベーションとは、「共に創る豊かで持続的な安心・

安全社会」をもたらすものと位置づけられている。

　他方、産学共創本部から4か月遅れて設置された社学共創本部は、既存の4
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部局――21世紀懐徳堂、総合学術博物館、適塾記念センター、アーカイブズ

――を統合したものである。新本部の使命は、「大学の研究教育に社会の声を

いっそう反映させ、社会への貢献をさらに加速させるべく生まれた組織」であ

ると、本部長の永田靖教授は規定している。現代の世界では、「大学が今まで

以上に地域社会の諸課題と向き合い、その解決に尽力することが必要」であり、

「社学共創本部は、このような時代に未来への道筋を見いだすべく、大学の研

究教育を「社会共創」の視点と結びつけ、地域社会の諸課題の解決に尽力して

いきます」と宣言されている 13。

　社学共創本部は以下の4部門から構成されている。

・  社学共創フロンティア部門：より広範で自在な社会共創との取組を企画し実

施する。

・  インターウィーヴ共創部門：社会との相互の編み合わせ（インターウィーヴ）

を進め、地域社会と大学との相互交流をいっそう加速させる。

・ 共創エデュケーション部門：新しいスタイルの社会人教育を模索し実践する。

・  パブリック・リサーチ部門：学内の研究資源や資料のリサーチやデータ解析

を社会共創に結びつける。

　社学共創の実践を推進するために設置されたのが「社学共創クラスター」で

ある。「実際の共創活動を実践していくために、学外の諸機関や諸団体とそれ

ぞれの諸課題の解決のための『大阪大学社学共創クラスター』を組織し、人間

的な関係を基礎にした社学共創を進めていきます」と述べられている。2017年

度には11のクラスターが採択され、2018年度には18に増加している。共創

のパートナーは、大阪府の地方自治体、「地域住民」やNPO等である 14。

　産学共創本部と社学共創本部は、大阪大学が共創を推進するうえで車の両

輪となるべき組織である。2018年1月には、両本部から構成され、総長を機

構長とする共創機構が設置された。これによって、全学的に共創と取り組む

体制は一層強化されたのである。

　共創機構の設置にさいして寄せられた西尾総長のメッセージは、「推進力を

持つ一元化窓口として大阪大学と社会の共創活動を支えます」と題されている。

ただし、内容からこのメッセージは、機構が設置された2018年1月ではなく、

同年10月末以降に書かれたものと思われる。以下にメッセージの一部を引用
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する 15。

　

　本学は、まさに社会の要請に応え、社会の支援によって創設された大

学です。2031年に迎える創立100周年を視野に、今こそ原点に立ち戻る

べく、「University in Society, University for Society」の精神のもと、2018

年１月に学内外をつなぐ中核組織として「共創機構」を立ち上げました。

　「共創（Co-creation）」とは、社会と「共に新たな価値を創造する」こと

を目指す理念です。企業、自治体、各種団体、地域社会、他大学、そし

て広く市民の皆さまなど多様な担い手との「共創」によって、本学は、新

たな知の創出、人材育成、イノベーションの創出に尽くしていきます。

　さまざまな社会課題の解決に向けて、大学が人文学・社会科学分野、

自然科学分野を問わず全ての垣根を取り払い、一体となって立ち向かう

ために、共創機構は、その核となり、大阪大学の活動、使命達成のため

のエンジンとなります。

　ここでは、共創とは「社会と共に新たな価値を創造すること」であると再定

義されている。

　さて、国立大学法人大阪大学は、2018年10月23日に、文部科学大臣から「指

定国立大学法人」に指定された。これは、「我が国の大学における教育研究水

準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が 世界最高

水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を『指定国立大

学法人』として指定することができる制度」16である。大阪大学は2016年から

指定に向けた準備を進めていた。東北大学、東京大学および京都大学は2017

年6月に、ついで東京工業大学と名古屋大学が指定を受けていた。大阪大学は、

これらの大学に遅れて、6番目に指定を受けることができたのであった。

　指定を受けて西尾総長が発表されたコメントでは、共創の実践を通じて「世

界屈指の研究成果を生み出すとともに、『共創』活動を担いグローバルに活躍

する人材を育成することで、人類の幸福と社会の持続的成長のためのイノベー

ションに貢献する大学、すなわち、『社会変革に貢献する世界屈指のイノベー

ティブな大学』を目指します」と述べられている 17。
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　2019年1月の「年頭所感」で西尾総長は、新年は「OUビジョン2021」が熟成

期から完成期に入り、指定国立大学法人構想の実現に向けた基盤づくりの年

になると述べた。ここでも、共創が構想の核となっていることが繰り返し論

じられている。すなわち、構想調書で述べられている「社会変革に貢献する世

界屈指のイノベーティブな大学」とは、「社会と大学が手を携え創造的な活動

を展開する、すなわち、共創を通じ、新たな『知』を創出し、高度な『人材』を

育成する、そしてそのことによって、人類の幸福と社会の持続的成長のため

のイノベーションに貢献する大学」のことである 18。

　2019年の年末には、2016年2月に公表された「OUビジョン2021」パンフ

レットの改訂版が公刊された。ここで中心に据えられているのは「研究開発エ

コシステム」である。冒頭の総長メッセージによれば、「研究開発エコシステ

ム」とは、「卓抜した研究成果を社会実装し、その過程を通じた新たな課題を

分析し、それをさらに基礎研究に還元するという好循環を実現する仕組み」で

あり、共創による好循環システムを具体化した仕組みであるとともに、「これ

までの大学と社会の間の壁を取り払い、その関係性を一新させる『Disruption』

の中核を担っています」と定義されている 19。

　本節では、かなりの紙幅を割いて2015年8月以降、西尾総長のリーダーシッ

プの下で推進されてきた共創について検討した。これは、人間科学研究科に

おける共創と共創知の検討という本論の目的を達成するうえで前提となるか

らである。いうまでもなく、人間科学研究科は大阪大学の一部局であり、大

学全体の運営方針は部局の運営方針でもある。同時に、人間科学研究科にお

ける共創は、大阪大学全体のそれとは異なる部分があり、それをあきらかに

するうえでも、本節における詳述は必要であった。

　ここで、大阪大学全体で推進されてきた共創について、若干の分析を行っ

ておきたい。要点は4つある。第一に指摘したいのは、共創をめぐる言説は、

本論の第一節で検討した経営学やマーケティングにおけるそれと、基本的に

おなじであることだ。つまり、「企業が、多様なステイクホルダーと協働する

オープンな環境を用意し、そこで新たな価値とともイノベーションを創出す
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る」という言説の「企業」を「大阪大学」に置き換えても、まったくさしつかえ

ない。それは、大阪大学における共創は、基本的に産学連携の発展形として

の産学共創の側面が強いことと関連している。社学共創本部は、さまざまな

取り組みを行ったにもかかわらず、大学として全面に押し出すことはなかっ

たし、「OUビジョン」パンフレットの改訂版でも後景に退いている。

　第二に、4年余りのあいだに、共創をめぐる言説は、微妙に変化してい

る。当初、共創は「協奏」とペアであった。協奏の英訳は、“concerto” から 

“orchestration” へと変化した。途中からこの協奏という概念は完全に消滅した。

総長就任前のインタビューで強調していた、人文学・社会科学の重要性や、「グ

ローカルな人材の養成」（『大阪大学NewsLetter』69号）は、いつのまにか言及

されなくなり、「OUビジョン」の改訂版で前面に打ち出されている研究開発

エコシステムは、「理系モデル」になっている。

　第三に、「イノベーション」「価値」「社会変革」といった基本概念がいったい

なにを意味するのかについての、全学的な議論が不十分であることが指摘で

きる。これらの概念が自明である、あるいは教員のあいだで共通理解がある

とは思えない。大学の公式ウェッブサイトにも、こうした概念がなにを意味

するのかを論じた文書は存在しない。「イノベーション」とは科学・技術の飛躍

的な発展を意味するのだろうか、そしてそれはつねに人類にとって「善」なの

だろうか。「価値」については、とりわけ「社会的価値」と言ったときに、具体

的になにを指すのか。それは経済学における価値とおなじなのか、異なるの

か。最後に、社会を変革するには、まず現状の認識と分析が必要なはずである。

現在の社会に問題があるとすれば、それはいったいなにか。なぜ、そうした

問題が生じているのか。以上の課題については、理系・文系の垣根を取り払っ

た全学的な議論が必要なはずである。

　最後に、「グローバルな大学」になることを標榜する一方で、共創のパート

ナーであり、変革すべき対象である「社会」は、日本というナショナルな枠

内の社会、つまり国民社会であることが指摘できる。このことは明言されて

はいないが、さまざまな文書で言及されている社会とは、日本のことである

のは明白である。これは、国立大学大学法人としては当然のことであるのか、

そうではないのかは、議論されるべきだ。しかし、これまでこの課題は、私
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が知る限り正面から議論されたことはない。なぜこの問題が重要かというと、

グローバル化した世界では、ある国の状況は、他の国や地域の状況と今まで

以上に密接にからまりあっており、一国だけが他の国や地域に関係なく繁栄

することはありえないからである。

3. 人間科学研究科における共創―未来共創センターの挑戦

　人間科学研究科の未来共創センターは、今から4年前、2016年4月に設置

された。未来共創センターのアイデアは、2014年10月に人間科学教授会に

提出された「改革検討ワーキング・グループ報告書」20において提唱された。こ

のワーキング・グループ（WG）は、2014年6月に設置されたもので、当時副

研究科長であった私が座長を務め、他に8名の教員から構成されていた 21。こ

の20頁、21000字を超える報告書は、人間科学研究科の歴史を踏まえて現状

を分析し、未来を展望したものであった。改組改革のキーワードは、共生と

共創であった。この報告書をもとに、2016年4月に実施された改組の柱のひ

とつとして未来共創センターは設置されたのであり、それは2014年度のはじ

めから丸2年にわたって検討された研究科改組の結果であった。報告書では、

この新センターの名称は「人間科学共創センター（仮称）」であった。改組改

革のキーワードは、共生と共創であり、「未来共創センター」という新センター

の名付け親は、当時研究科長であった中道正之教授である。中道教授は、研

究科長退任と同時に、新設されたセンターの初代センター長に就任した。

　ここで強調しておきたいのは、大阪大学が大学全体としての旗印として共

創を掲げる以前から、人間科学研究科は共創と取り組んでいたという事実で

ある。また、本研究科における共創という概念の出自は、経営学やマーケティ

ングとは無縁である。それは、共生とペアになる概念であって、人間科学と

いう学問の強みと可能性にかかわる自己認識に基づいている。やや長くなる

が、「報告書」から引用する。

　現在では、日本の大学の教員は、ナショナルなレベルとともに、国と

いう枠組みを超えた、トランスナショナルあるいはグローバルなレベル
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で思考することを求められている。さらには、日本だけでなく世界の様々

な国や地域において、空間的にはナショナルの下位にあるローカルなレ

ベルに視点を定めることも必要である。これはたんに研究に限られる話

しではない。私たちの日常生活における様々な現象じたいが、ローカル、

ナショナル、グローバルなレベルで複雑にからまりあいつつ発現し、進

行しているのである。つまり、研究は大学という制度のなかに孤立して

存在するのではなく、現代世界における私たちの「生きる構え」と不可分

に結びついている。大学における研究は、世界のなかで私たちがどう生

きていくべきかという課題と直結しているのである。大学における研究

の現状が以上であるとしたら、現在、大学における教育に求められてい

るのはなんだろうか。それは、たんなるナショナルなエリートの養成で

はない。真に求められているのは、ローカル、ナショナル、グローバル

なレベルを自在に行き来しつつ、現代世界の人間が直面している諸問題

を複眼的に深く認識し、問題の改善に向けて実践的に取り組む志向と能

力を備えた人材の養成である。これは、「地域に生き世界に伸びる」（"Live 

Locally, Grow Globally”）という大阪大学憲章（2003年3月）で定められて

いる本学のモットーとよく合致する。ただし、本研究科における「地域」

は、日本だけでなく世界中のローカリティを想定している。

　こうした研究と教育を進めていくうえで、本研究科の創設以来の伝統

である「人間諸科学の総合性あるいは学際性」は、依然として有効である。

現在の本研究科は、学際性に加えて実践性と国際性の三つの概念をモッ

トーとしている。この三者は、グローバル化の時代における大学の研究

と教育にとって必須であると考えられる。

　共生と共創という主題は、人間科学研究科の「学際性、実践性、国際性」と

いう三位一体のモットー、そして世界のなかで私たちがどう生きていくべき

かという研究者としての、いやそれ以前の一人の生活者としての課題、およ

びローカル、ナショナル、グローバルなレベルを自在に行き来しつつ、現代

世界の人間が直面している諸問題を複眼的に深く認識し、問題の改善に向け

て実践的に取り組む志向と能力を備えた人材を養成するという課題の、必然
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的な帰結なのである。繰り返すが、人間科学研究科における共生と共創の重

視は、企業の経営やマーケティングのあり方における共創の称揚とは異なる

地点から生まれてきた。それは、人間科学研究科における研究と教育の蓄積

と展開のなかから、いわば自生的に生まれてきたのである

　「報告書」では、人間科学研究科は「人間の多様性と一体性」（human diversity 

and unity）という課題と一貫して取り組んできたこと、それがグローバル化

の時代において新たな様相のもとに立ち現れていること、多様化と一体化、

異質化と同質化という正反対の力が日常生活においても作用するなかで、様々

な「他者」との共生を実現することの重要性が、一層増していることが論じら

れている。だとすると、共創は、共生を実現するための必須の手続きである。

一人だけでは、研究者だけでは、共生は実現できない。様々な人びと、団体、

組織――主体、アクター、ステイクホルダー等と呼ばれる――と共に創って

いかねばならない。それが共創である。

　したがって、人間科学研究科における共創は、科学・技術の進歩によって

イノベーションを起こし、それによって日本という国の経済を発展させるこ

とを目的としているわけではない。このことは重要なので、ここで強調して

おきたい。

　さて、2016年4月に開設された未来共創センターの目的と趣旨は、以下の

ように規定されている 22。

＜社会と大学とのつなぎ目となり共に未来を創ります＞

未来共創センターは、2016年4月より大阪大学大学院人間科学研究科内

に設置されました。

本センターは、人間科学部・大学院人間科学研究科の学生や教員が世の

中の人びとと共に未来を創っていくことをめざし、その双方をつなぐ、

つなぎ目の役割を担っています。

しかし未来は簡単にはできません。まずは一緒に話をし、互いの話を聞

いてつながり、何かをつくりあう、そういう地道な活動を重ねることが

大切です。私たちはこれを「つどう、つながる、つくりあう」と表現して

います。
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一緒に考え、話し合うなかから何かヒントが生まれたら、それも「つく

りあう」だと考えています。何がつくれるかは、やってみないとわかり

ません。時と場所、テーマや参加者によって、できるものはさまざまで

しょう。だからこそ楽しいし、新しいものが生まれる可能性がふくらみ

ます。

皆さんも、未来共創センターの「つどう、つながる、つくりあう」に参加

してみませんか。

　ここで提起されているのは、ひとつの過程である。それは、まず大学の内

外の様々な人びとに一緒に集まることを呼びかけている。そして共に語り合

い、つながって、なにかを創りましょうと提起している。これは、きわめて

控えめな目的である。創られるべき理想が語られているわけではない。創ら

れるべき未来の姿は不明のままだ。「つなぎ目の役割」は「結節点」とも表現さ

れている。「つどう、つながる、つくりあう」という地道な過程こそが共創で

あり、その過程で「共創知」が生成していく。

　未来共創センターは、設置以来様々な事業を展開してきた。公開セミナー、

公開講座、ランチトーク、高大連携プログラム、出版事業等がある。詳細は

『年次報告書』をご参照願いたい 23。多様な事業、あるいはプロジェクトのな

かで、共創と共創知との関連でとりわけ注目すべきは、「大阪大学オムニサ

イト（OOS）」プロジェクトである。OOSは新たな共創の仕組みであり、人び

とが支え合い、共生できる「場」、共創知を生み出す「場」の創出を目指してい

る。言い換えれば、「産官社学連携により、学内外のセミナーやイベントの

「場」、企業・財団・社団・地方自治体・NPO/NGOなどの活動の「場」を支援、

活用」することである 24。こう説明しても、OOSがいったいなになのか、も

ひとつ判然としないと思われる。この「あいまいさ」自体が、OOSの特性であ

る。OOSには、人間科学研究科と協定を結んだ14のNPO、地方自治体、企

業等が参加している。人間科学研究科は、文理融合を掲げてはいるが、文系

に分類されている部局である。まず、産学連携は理系部局の独壇場である状

況のなかで、文系部局である人間科学研究科が様々な企業と連携しているこ

と自体が評価されるべきだ。14の協定相手の構成はきわめて多種多様、いわ
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ば雑多である。未来共創センターがなければ、いっしょになる機会はまずな

いと考えられる団体や組織が、場を共にしている。そして共生というおおき

な目標のもとに、お互いにできること、してほしいことを率直に議論し、実

施する。人間科学研究科と未来共創センターは「つなぎ役」である。人間科学

研究科と未来共創センターにおける共創では、産学共創と社学共創を区別し

ていない。官も含めて、産官社学が一体となった共創を目指しているのである。

これは、新しい包括的な共創の仕組みとして、今後の発展が期待される。

4. 「知」の存在様式―共創知をめぐって

　さて、本論の目的は、共創とあわせて「共創知」について考察することであっ

た。ところで、共創知という概念は共創ほど一般的ではない。それでも、「共

創知」という概念をGoogleで検索すると、5,550万件がヒットする 25。トッ

プと2番目は、「市民共創知研究会」（人口知能学会の下位組織）。3番目に人間

科学研究科未来共創センターの「共創知研究会」が登場する。ところで、市民

共創知研究会は、2016年に活動をはじめた新しい研究会である。この研究会

の目的は以下である 26。「研究会開催地域のコミュニティに積極的に働きかけ、

中高生や高齢者を含む市民と研究者との共創を試行する場を提供し、学術研

究として広く国内外に発信する場を提供する。さらに、地域横断的あるいは

組織横断的に方法論を共有し横展開する等の取り組みや、地域や組織を超え

たより大きな集合知に繫がる協働・共創の取り組みを目指す」。共創と共創知

にかかわる試みとして、この研究会の動向には今後も注目したい。

　人間科学研究科における共創知という概念は、専門知と統合知との対比の

うえで、4年ほど前から使用されている。専門知と統合知は、いずれも大学

内部の知を指す。専門知は個別の研究分野や専門領域の知であり、統合知は

複数の研究分野にまたがって形成される学際的な知のことである。通常、大

学における研究で重要視される基礎研究は専門知と強く結びついている。そ

れに対して、共創知は、大学の内と外との共創によって生み出される知のこ

とである。ここで、議論を進めるために「大学の中で完結する学問」と「大学の

外に出ることによって成立する学問」の区別を導入したい。
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　理系・文系にかかわらず、個別の学問のあり方と方法論は多種多様である。

共創知とはなにかを考えることを目的とする本論文では、この多種多様な学

問を、「大学の中で完結する学問」と「大学の外に出ることによって成立する

学問」に大別する。前者は実験室や研究室の中で営まれる学問であり、後者は

「フィールドワーク」を方法とする学問である。前者には、必ずしも大学とい

う空間を必要としない学問も含まれる。たとえば、ある種の数学者は、紙と

鉛筆さえあれば、どこでも研究できると言われることがある。また、文献研

究に従事する文系の研究者は、自宅に文献がそろっていれば、大学に行く必

要はない。あるいは文献がそろっている、大学外の図書館や文書館が研究の

場となる。その意味では、「大学の中で完結する学問」と「大学の外に出ること

によって成立する学問」という分類は、「生身の生きた人間とかかわらない学

問」と「生身の生きた人間とかかわることによって成立する学問」と言い換え

ることができる。大学の中で完結する学問も生きた人間とかかわる場合があ

るが、それは被験者、実験の対象としてであって、そこでの人間は匿名の存

在である。それに対して、「生身の生きた人間とかかわることによって成立す

る学問」は、名前と人格、個人の歴史を備え、特定の組織、集団、コミュニティ

に所属するひとりひとりの人間とかかわることを学問的営みの根幹としてい

る。

　大学の外に出ることによって成立する学問では、研究者は「現場（フィー

ルド）で考え、現場で学ぶ」ことによって自己の学問を形成する。その学問は、

現場の人びととのかかわりあい、相互作用のなかから生成する。この現場は、

地域コミュニティ、民族集団、移民コミュニティ、自発的アソシエーション、

学校、病院、看護施設、災害の被災地、難民キャンプ等、きわめて多様であり、

国内と国外の両方を含む。こうした現場に軸足を置き活動する研究者は、当

然のことに高いコミュニケーション能力と、なにが人びと自身によって切実

な社会課題であるのかを発見する能力を有している。そうした能力は、繰り

返すが、人びととのかかわりあい、相互作用のなかで習得される。こうした

学問の研究者は、大学の中で完成された高い専門性を有しており、その専門

的な知識（専門知）を社会課題の解決のために社会に適用（社会実装）するので

あって、その過程を共創と呼ぶといった立場をとらない。大学の外に出るこ
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とによって成立する学問では、専門知自体が、現場の人びととの相互作用の

なかで形成される。共創はステップを踏んで到達するステージではなく、そ

もそもフィールドワークの最初のステップから内在している契機である。

　人間科学研究科の教員の半数程度、そして学生の多数は、現場でのフィー

ルドワークに従事し、大学の外に出ることによって成立する学問の構築を目

指している。人間科学研究科の教員と学生による研究は、日本というナショ

ナルな枠組みをはるかに越えている。私が副研究科長兼研究推進室長であっ

た2014年度に実施した調査の結果によれば、39名の教員が世界各地の69の、

58名の大学院生が日本以外の30の国や地域でフィールドワークを実施した経

験を有していた。フィールドワークにさいして使用した日本語と英語以外の

言語は、教員では20言語、大学院生では27言語に達する。これは、人間科学

研究科における研究と教育の特性・強みであり、未来共創センターという研

究科附属のセンター、共創知というテーマ、そして未来の共生社会を構想す

るという課題の基盤となっている。

　

　当然のことだが、知は大学によって独占されているわけではない。フィー

ルドワークを実践する研究者は、様々なフィールドの現場で、人びとが持っ

ている固有の知を学ぼうとする。その意味では、人びとが教師であり、研究

者は生徒である。大学の研究者は高度な専門知を身に付けているから、一般

の人びとより優位な地位にあるといった認識とは無縁である。フィールドワー

クを実践する研究者は、大学の内部で生成された専門知を内から外へ、ある

いは上から下へ、現場に適用する、理系の用語を使用すると「社会実装」する

ことで、「社会課題」が解決するといった態度はとらない。そもそも社会課題

自体が、所与のものとして実在するのではなく、フィールドで学ばれるべき

ものと認識されている。

　人びとが持っている知は、「民俗知」「実践知」「暗黙知」など、学問的には様々

な呼び方をされる。それがある事象について体系だっている場合には、近

代科学と対置される「土着の科学」（indigenous science）や「民族科学」（ethno-

science）と呼ばれる。自然との強い関係のもとに生業を営んでいる農民や漁民

は、自らが利用する自然環境について、豊かな実用的知識を有しているだろ
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う。様々な職人は、道具や材料について、そして技術について同様の実用的

知識を持っている。現代的職業に就いている人たちも、それぞれの知を身に

付けている。これらの多くは身体化されてはいても、言語化、文字化されて

いない。フィールドワークを行う研究者は、それらを学ぶことによって言語化、

文字化するのである。この過程そのものが、調査対象の人びととの共創であり、

その結果がある種の共創知であると言うことができる。

　未来共創センターが、あるいは人間科学研究科が生成した共創知とは、いっ

たい具体的になにか、それを取り出して提示せよという要求に応えるのは

容易ではない。それは、共創知というものが、研究者と大学外の団体や個人

とのあいだの相互作用、つまり共創という過程のなかで生成するものであり、

その過程が進行する限り、変容し続けるものであるからである。つねに生成

中であることが共創知の本質であると言える。

　人間科学研究科における共創と共創知は、教員と学生が実践してきたこう

した営みに基づくものである。未来共創センターは、この営みをさらに発展

させていくための「結節点」になることと期待される。

　共創知は流動的であいまいな存在である。しかし未来共創センターは、そ

の流動性とあいまい性に安住することなく、実践のなかから生成してくるさ

まざまな共創知を特定し、それを文字化して取り出す営為を続ける必要があ

る。このため、2019年度に共創知研究会が組織された。2、3年後には、より

明確なかたちで共創知を提示できる予定である。

　共創の営みは、地道な活動である。それはまっすぐで平坦な舗装された道

ではなく、曲がりくねった、山や谷がある踏み跡である。共創のパートナー

間で、感情のしこりや利害の対立が生じることもあるだろう。パートナー間

の離合集散もあるだろう。しかし、この道を愚直に歩んでいくことでしか共

創は実現できないし、その過程で共創知も生成しない。これは、共創が「バズ

ワード」になってしまうことを回避する唯一の方法である。

　始まりから終わりまで一貫して問題になるのは、だれと共創し、生成した

共創知を、いかに、なんのために現場に適用していくのかという課題である。

この永遠の課題も、共創の過程で検討され続ける。
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Abstract
 The purpose of this article is to critically examine the notion of kyōsō (co-creation), 
which is widely used in today’s Japan, and then to characterize the efforts for kyōsō and 
kyōsōchi (co-creative knowledge) by the Graduate School of Human Sciences, Osaka 
University, and the Center for Collaborative Future Creation, affiliated to the Graduate 
School. In the existing kyōsō practice it is assumed that ready-made specific and professional 
knowledge produced in the university is applied to society so that value-creation and 
innovation would be set off. On the other hand, specific and professional knowledge itself in 
Human Sciences is being produced outside of the university through fieldwork, that is, by 
way of interactions with a variety of actors. The process of kyōsō and creation of kyōsōchi are 
inseparable and are programmed from the beginning. 

Towards a Human Sciences-Style Kyōsō 
(Co-creation) and Kyōsōchi (Co-creative 
knowledge)

RESEARCH ARTICLE

Eisei KURIMOTO

Keywords : Co-creation, Kyōsō, kyōsōchi , fieldwork, Graduate School of Human 
Sciences, Center for Collaborative Future Creation
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要旨

キーワード

目次

創造から共創へ
―ライプニッツ・九鬼・中井の哲学から―

　西洋を中心とする哲学の歴史において創造論は極めて重要
な位置を占めるが、共創という概念はあまり論じられてこな
かったように思われる。本論では、G. W. ライプニッツと九
鬼周造の哲学を創造という観点から検討し、そして中井正一
の思想を参考にしながら共創を探求する理由とその方向性に
ついて考察する。
　ライプニッツは苦しむ人間に配慮することなく最善世界を
1 人で創造する冷酷な全知全能の神を考えた。九鬼は到来す
る偶然を受け止めながら神秘の瞬間にマクロコスモスと共鳴
するミクロコスモスのはかない美に瞬間的な共同性を求める
孤独な人間を描いた。中井は集団的主体のあり方について研
究し、そして様々な形で実践した。それは技術を用いて集団
において積極的に他者と協力しながら創造していく方法であ
る。より対等なもの同士の関係性の中でなされる創造として
の共創に必要なものは中井が研究し、実践したような、人々
が各々の能力を存分に発揮し、持続的に発展していく組織で
ある。共創学の課題は共に創造できる機構を組織するための
技術を探求することであり、そのための技術こそが我々の求
める共創知である。

織田 和明

1. 共創へ向かって
2. 全知全能の神と不幸な人間と最善

の世界
3. 無能な神と創造する人間
4. 集団的主体による実践
5. わからないことだらけだし、天才

でもないし、はかない瞬間だけで
良いわけでもないから

論文

共創
G. W. ライプニッツ
九鬼周造
中井正一

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター；odakazuaki@hus.osaka-u.ac.jp
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1. 共創へ向かって

　哲学を研究する身としては共創という語に若干の戸惑いを感じてしまう。

西洋を中心とした哲学の歴史を振り返ると、創造論はその最重要課題の一つ

として現れる。しかし私たちが本論で検討するような共創という概念はこれ

まであまり明示的には論じられてこなかったようである。本論で検討する共

創はCo-creationを指す語であるが、そもそも創造Creationとは『創世記』にあ

る天地創造のような世界の創造を指す語である。そしてユダヤ教・キリスト

教・イスラーム圏では唯一で絶対的な神の下での世界の創造が信仰されてき

た。パウロの「ローマの信徒への手紙」の「すべてのものは、神から出て、神

によって保たれ、神に向かっているのです。」（第十一章第三十六節）1が端的に

示すように、一神教の世界では創造は第一には神に帰される。被造物である

人間は、摂理に従って絶対的な神の下で創造に協力するのである。それを神

と人間の共創と考えることもあるだろう。しかし様々な背景を背負って生き

る人々が共に生きる現代では、伝統的な絶対者と被造物のような圧倒的な立

場の違いの中にある創造よりはむしろ、より対等なもの同士の関係性の中で

なされる創造としての共創が求められている。

　またキリスト教の絶対的優位が緩んだ近代以降、神の影響下から完全に脱

した純然たる人間の行為としての創造も論じられるようになっていく。そし

て現代では人間が芸術作品や人工物を創造したと頻繁に言うようになり、「ク

リエイター」という職業を名乗る人も現代では珍しくなくなった。この創造は

多くの場合一人、せいぜい数人の天才による革新的な創作に与えられる。し

かしいかに天才といえど多様化し複雑となった現代社会の諸問題を1人ない

しは数人で解決することはほとんど不可能である。現代に生きる私たちに

最も求められているものは、やはり共創である。本論ではゴットフリート・

ヴィルヘルム・ライプニッツ（1646-1716）、九鬼周造（1888-1941）、中井正一

（1900-1952）の思想の検討を通じて私たちが共創を求める理由とその方向性

について論じる。
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2. 全知全能の神と不幸な人間と最善の世界

　本論文で最初に注目するのは17世紀から18世紀のドイツで哲学・数学を始

めとして数多くの分野で優れた業績を挙げ、政治家、外交官などの実務家と

しても活躍したG. W. ライプニッツのユニークな創造論である。ライプニッ

ツは主要著作の1つである『弁神論』（1710）の本論の最後に王政ローマ最後の

王タルクィニウス・スペルブスの息子であるセクストゥス・タルクィニウスを

主人公にした短い物語を記した 2。彼が親類の妻ルクレティアを凌辱したこと

がきっかけで反乱がおこり、父であるローマ王が追放され、共和制ローマが

成立したと言われている。ライプニッツはこの伝説を踏まえて彼を主人公に

した短い物語を創作し、多岐にわたるライプニッツ哲学の中でも最も有名な

議論の1つである最善世界説を提示している。

　デルフォイに神託を受けに行ったセクストゥスは、アポロンから罪を犯し

てローマを追われ没落した挙句殺されると告げられる。セクストゥスはアポ

ロンに文句を言うが、アポロンは、自分はただ予告をするだけである、文句

があるならばユピテルのところへ行けと言う。セクストゥスは、なぜユピテ

ルは罪を犯すものとして自分を創ったのか、私は神の意志に反抗することは

できないのかと問い続ける。対するアポロンは、汝は汝の本性に従って行動

して罪を犯すだろうと予告を繰り返す。ユピテルのところへ赴いたセクストゥ

スはユピテルに、なぜ自分は悪人となるのか、自分がローマで善き王となる

ことはできないのかと文句を言う。ユピテルは、セクストゥスがローマを離

れるならば別の運命が紡がれて幸福になることができるが、セクストゥスが

ローマで善き王となることはできないと告げる。セクストゥスはローマを去

る決心ができず、結局自身の悪人となる運命に身を任せる。セクストゥスと

ユピテルの対話に立ち会っていたテオドロスはユピテルがセクストゥスに

ローマを離れる意志を与えなかった理由を尋ねる。するとユピテルはテオド

ロスに女神パラスのもとへ行くように告げる。テオドロスはパラスにピラミッ

ド型の運命の宮殿を見せられる。運命の宮殿の各部屋は現実化しうる可能世

界となっている。ある部屋のセクストゥスはユピテルの神殿を出た後コリン

トスに赴いて幸せになり、別の部屋ではトラキアに赴いて臣下から敬愛され
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る王となる。しかしピラミッドの頂点にある最も美しい部屋ではセクストゥ

スはローマでルクレティアを凌辱し、追放される。セクストゥスが罪を犯す

運命にあるかもしれないが、しかしセクストゥスの罪は大局的にはローマ帝

国を築く役に立っており、それゆえこの部屋こそが最も完全性の高い最善の

世界となっている。ユピテルは全知全能の神であるため、セクストゥスが悪

人となり追放される最善世界を現実の世界として選ぶしかないのだとパラス

はテオドロスに教える。ここで注意すべきはセクストゥスが自らの意志で悪

人となったと述べられていることである。「形而上学序説」（1686）の13節など

で説明されているように、出来事は神と被造物の自由意志に基づいた、確実

ではあるが偶然的なものとされる。神が最善の世界を選ぶというのは世界を

最善へと強制することではなく、神はその完全なる知に基づいて最善となる

ように「傾ける」のだとライプニッツは考える 3。彼がこの物語で最も主張した

いことは神と人間の自由意志と神の完全性の両立である。

　こうして最善世界においてセクストゥスは罪を犯す運命を選び、ルクレティ

アを凌辱し、追放される。怒りや悲しみに暮れる被害者たちは最善世界にお

ける犠牲となる。あなたは不幸かもしれないが、神は最善の世界を創造した。

あなたが幸せになる可能性はあるが、それは世界全体の完全性を損なうもの

であるから、現実化できない。そしてあなたの引き起こした罪や被害者の不

幸は、人間の自由意志に基づいた行為の結果である。神はこのように主張す

るとライプニッツは考える。この物語は現代ではただの与太話に聞こえるか

もしれないが、しかしその含意するところは深遠で、今もライプニッツの最

善世界説を巡って様々な研究が続けられている。ライプニッツは17世紀のカ

トリックとプロテスタントの悲惨な宗教対立のただ中でなぜ全知全能の神が

いるにも関わらず世界には不幸や悪が蔓延しているのかという問いを真剣に

考え、最善世界説に至る。神の完全性を守りながら同時に個人の自由を担保

することがライプニッツの目的であったが、この物語はそれをある程度達成

している。全知全能の神であるユピテルは自身の完全性に従って、セクストゥ

スの文句を聞き入れることなくただただ最善の世界を創造する。なぜセクス

トゥスの文句を聞き入れないのか、ルクレティアは凌辱されねばならないの

かと完全性に劣る人間は思うかもしれないが、それを聞き入れることは結果
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として世界を毀損することにしかならないと神だけが知っている。全知全能

という厳格なルールに、一切の妥協は許されない。しかしこの全知全能の神

は苦しむ人間に対してあまりに冷淡ではないだろうか。

　このライプニッツの創造論は必ずしも評判が良かったものではなく、彼は

当時の最も高名な神学者、哲学者の1人であるアントワーヌ・アルノー（1612-

1694）から書簡で批判されている。アルノーは、神が認識するようなしかた

で探求することは人間が哲学をする態度ではなく、神が全知であることを人

間は知っているにしても、そのありようについては全く理解が及ばないもの

であることをわきまえるべきだと主張する 4。これについては19世紀から20

世紀にかけて活躍したフランスの哲学者アンリ・ベルクソン（1859-1941）も同

意するものであったようで、講義でアルノーの書簡を引用し「神は存在の中心

ではあるが、神を認識の中心とする権利はないのだ」5と言う。

　私もアルノーとベルクソンの批判に倣っておきたいと思う。私たちが考え

るべきは人間のありようである。最善を知らない私たちはライプニッツの神

のように一切の文句を聞き入れることなく1人で世界を傾け、創造するもの

ではない 6。ただ私たちの理解の及ぶ範囲で、私たちのできるかぎりでの最

善を求めるべきである。それは誰かに犠牲を強いる残酷なものであるべきで

はない。私たちのなすべきは人間には決して理解されえない最善に向かって、

話し合いを通じてそれぞれのパースペクティブを突き合わせながら協力して

いくことである。「あなたが不幸な最善の世界」ではなく「あなたが幸福で最善

の世界」を、それがたとえ不可能なものであっても、求めることが不完全な人

間による共創への第一歩である 7。

3. 無能な神と創造する人間

　ライプニッツの哲学を高く評価しながらも同時にそれを強く批判したの

は近代日本を代表する哲学者の1人として知られる九鬼周造であった。彼は

1934年の論文「人生観」で神について以下のように記している。

従って私の考えている神とは人間の行為を傍観して人間に賞罰を与える
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ような神ではない。人間全体と共に悲しみ人間全体と共に喜ぶ神、人間

全体の中に住む神、人間即神である。（KSZ, 3, 102）

神が望むことは「最大多数の最大幸福」であり、それはつまり「一切の人間が

最高善を享楽すること」8だと九鬼は主張する。九鬼が想定する神は全ての人

間を等しく愛し、その幸福を願うものである。ライプニッツの描いたような

一部に犠牲を強いながら神にしかわからない最善へと世界を導いていく神と

は一線を画している。つまり「あなたが不幸な最善の世界」ではなく「あなたが

幸福で最善の世界」を望む神なのである。しかし実際には最高善を享楽できて

いない人間は大勢いるというライプニッツが直面した課題も、九鬼はわかっ

ている。

最高善としての最大幸福は余りにも多大の不幸と余りにも深甚な苦悩と

を予想するではないかと問うならば、神は黙って答えないかもしれない。

（KSZ, 3, 104）

九鬼の考える神は現実の不幸の前で黙りこくってしまう。それは絶対者にし

てはあまりにも無能かつ人間的で、ただ傍らで優しく幸せを願ってくれるけ

れど決して助けてはくれない存在である。ライプニッツならばそれを神とは

呼ばないだろう。あまりにも無能な神しか描けない九鬼の哲学において絶対

者はほとんど何もせず、世界は人間が悪戦苦闘する場所となる。そのような

哲学観において創造は人間の手に渡る。

　九鬼が初めて出版した論考である「時間の観念と東洋における時間の反復」

（1928）に創造についての言及が見られる。この論文で九鬼は東洋的な時間論

として永遠回帰を議論する。ここで注目したいのは時間の回帰の方法につい

て説明している箇所である。九鬼は人間が「意志のわざ」で新たな時間を創造

し、新たな時間へと飛び移るのだと主張する 9。この回帰する人間は「傍観者」

に見守られることなく自らの意志によって時間を創造し、回帰を成立させる

存在であり、九鬼はその人間を絶対的孤独のうちにある「魔術師」と呼ぶ 10。こ

の「傍観者」は神の婉曲表現であるから、ここで九鬼が主張しているのは、世
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界は孤独な人間の強靭な意志によって創造されるということになる。

　「時間の観念と東洋における時間の反復」はフランスで発表された論考で、

神から自立した人間の意志を中核に据えた哲学を東洋、特に日本の思想の特

徴として提示しようという九鬼の大胆な意図がうかがわれる点で興味深いの

であるが、この創造論はその核心部が「意志のわざ」や「魔術師」といったマジッ

クワードでごまかされている。絶対的に孤独な魔術師の意志の力で世界が創

造されるというのは、神の代わりに神のような人間が摩訶不思議な「意志のわ

ざ」で世界を創造したということにしかならない。もちろん人間は世界の中で

現実に生きて死ぬ有限な存在であるから、ライプニッツの考えるような全知

全能で、神殿で最善世界を選んでいる神とは異なる。とはいえ優れた能力を

持つ存在が1人で世界を創造するという点ではライプニッツの神と九鬼の「魔

術師」は大差ない。

　この魔術師の「意志のわざ」による世界の創造はこの論考以降は九鬼の哲学

に登場しない。その後の九鬼はむしろ「偶然性」についての思索を深めていく。

そして世界の根本は偶然であり、様々な出来事や存在は究極的には偶然では

あると主張することになる 11。その時には無数の可能な世界の中から偶然こ

の世界が現実となったという発想が九鬼の基本テーゼとなる 12。ゆえに九鬼

はライプニッツが無数の可能世界を想定したことを高く評価しつつも、そ

の可能世界を最善説によって唯一の世界へと収れんさせたことを批判する 13。

神が最善世界を選んだわけでもないし、魔術師が強靭な意志で世界を創造し

たわけでもなく、たまたまこのように世界はなったと九鬼は考えるようにな

る。理由や因果の彼方から、世界は到来してくる。人間はただ現実化してく

る世界に振り回されるしかない。この偶然性の哲学の創造論には意志を持っ

て創造する神や人間はいない 14。ただただ何かが現れてどうしようもなく迫っ

てくる。それゆえ世界の究極的な根拠のことは「原始偶然」15とみなされる。

その現れた偶然の世界を理由や因果の系列でまとめ上げて必然なものへと整

理していくのが人間の「行為」である。九鬼の主著『偶然性の問題』の「結論」で

は次のように論じられている。

偶然に対する驚異は単に現在にのみ基礎づけられねばならぬことはない。
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我々は偶然性の驚異を未来によって倒逆的に基礎づけることが出来る。

偶然性は不可能性が可能性へ接する切点である。偶然性の中に極微の可

能性を把握し、未来的なる可能性をはぐくむことによって行為の曲線を

展開し、飜って現在的なる偶然性の生産的意味を倒逆的に理解すること

が出来る。「目的なき目的」を未来の生産に醸して邂逅の「瞬間」に驚異を

齎らすことが出来る。そして、一切の偶然性の驚異を未来によって強調

することは「偶然―必然」の相関を成立させることであって、また従って

偶然性をして真に偶然性たらしめることである。（KSZ, 2, 259）

ここの「倒逆的」は回顧的にという意味である。現れた偶然に対して人間は様々

な対応法を見る。その中のある可能性が行為され、未来の現実が生産されて

いく。しかしその行為の最中に思い描いていた通りに物事が現実化するかと

いうと、そうでもない。様々な要因に左右されながら偶然にある結果へと結

実していく。だが、行為が終わった後に振り返ってみるとその時の偶然な出

来事や行為はまさにその結果へと導くものであるかのようにつながって見え

る。私たちは必ずしもその目的に向かっていたわけでもないのに、あたかも

その目的に向かっていたかのように回顧し、偶然の出来事を理由や因果の系

列でまとめ上げて必然にしてしまう。だがこのような系列になったという驚

異、そしてこの系列があるという驚異はどこまでも消えない原始偶然であり、

それこそが新しい未来を生産する力となる。

　この系列を形成する偶然の契機のことを九鬼は「邂逅」と考える。異なる系

列にあった人間や出来事、事物―九鬼はそれを象徴的に「汝」と呼ぶ―が偶然

に「我」と出会うことによって諸系列たちが結びつけられ、新たな系列を形成

していく。離散的にあったものが結び付けられてネットワークを形成してい

くのである。これが人間の邂逅の場合ならば、「我」が「汝」と出会うことによっ

て孤独を脱し、社会を形作ることとなる。この邂逅はそれぞれ別々にあった

ものたちが偶然の出会いを通じて新たなものを生み出す契機である。それゆ

えこの始まりの瞬間である邂逅において原始偶然は強く認識される 16。

　この邂逅を最もよく表現する芸術は詩の押韻であると九鬼は考え、音と音

との偶然の邂逅による美として詩における押韻の美しさを論じる。そして今
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の日本語の詩には韻を踏む習慣がないが、ぜひ日本語の詩にも押韻を導入す

るべきだと熱心に主張し、偶然の美を取り入れて生の鼓動を詩に象徴化する

ような日本語の詩を期待する 18。そのときに参考にされているのは数理哲学、

様相論理学、そして美学の分野で広く活躍したドイツの現象学者オスカー・

ベッカー（1889-1964）のはかないものとしての美をめぐる議論である 17。ベッ

カーは、美は「はかない」ものだと主張する。美はそれ単体では潜在的なもの

であるが、美的体験や作品において現実化すると彼は考える。では美がどこ

に潜在しているのかというとそれは宇宙の運命、言い換えるとマクロコスモ

スである。そして現実化した美的体験と作品はマクロコスモスと呼応したミ

クロコスモスを形成する。それは完璧なミクロコスモスであるがゆえに外部

の日常性から独立して「尖端」を行くものであり、非常にはかなく壊れやすい。

このはかない美を表現する作品を創造する芸術家はマクロコスモスである

自然と芸術作品の間で橋渡しをする中間的な存在である。この形而上学的で

潜在的なマクロコスモスをこの世界の作品に現実化する芸術家の性格をベッ

カーは「冒険的性格」と呼ぶ。そして芸術家の「イロニーの眼つき」は「永遠の

現在」にあるマクロコスモスと「それ自体において無」であるはかないミクロ

コスモスの間を結ぶ「世界を愛する」契機を見るものとされる 19。 

　九鬼はベッカーの議論を永遠の相にある潜在的な美が詩における偶然の音

の邂逅によって現実化し、詩にはかないミクロコスモスを形作ると読み替え

る 20。そして押韻を「生の鼓動」の象徴と位置づけていることが示唆するよう

に、ベッカーには希薄だった大きな生命としてのマクロコスモスへの目配り

が九鬼にはある。偶々邂逅を果した音の結びつきによって形作られるはかな

くも生き生きとした韻文詩にミクロコスモスの生命の美が位置づけられてい

る。

　九鬼の考えに従うならば、偶然の音の邂逅による結びつきによって生まれ

る音韻の美は異なる系列間の偶然の邂逅によって新たに生まれるものである。

だがこれを共創と呼ぶことには、私は躊躇する。韻文詩におけるこの音の邂

逅はマクロコスモスと共感して作品を制作する冒険的な芸術家、あるいは詩

人によって創作されるものであるから、共創というよりはむしろ、マクロコ

スモスと共感する芸術家／詩人による単独での創造である。九鬼は詩人が意
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図的に韻を踏ませたのではなく、たまたま音が邂逅して韻を踏ませたと解す

ることによって詩人の受動性を際立たせ、作詩における外的要素を強調して

いるが、しかしそれが個人の特別な創作であることは否めない。そして一般

的には、韻文詩の作成は奇跡的な偶然の音の邂逅を待つことというよりはむ

しろ、地道な研究や辞書等を活用した推敲から生じる技術の賜物である部分

が大きい。本当は相当に技術的な作業である押韻の作成をあたかも偶然の出

来事であるかのように論じた点に九鬼の哲学の特徴が良くも悪くも現われて

いる。ここに徹底的な受動性の先にある能動性という九鬼の行為論を見るこ

とができると同時に九鬼の哲学の最大の空白として「技術」という観点の不在

を指摘することもできるだろう。この技術の不在こそが九鬼の哲学に神秘性

とはかなさという特徴を与えると同時に、それを共創から一歩遠ざけている。

技術なしで偶然訪れる神秘の瞬間を待つという姿勢ゆえに、九鬼は個と個の

はかない邂逅をあっという間に神秘的な大きな生命としてのマクロコスモス

の永遠性へと結びつけ、個と個よりもむしろ個と全体の関係に関心を向けて

しまう。それはどちらかというと人と絶対者の間の神秘的な関係に近く、ゆ

えに私たちが目指す対等な人間同士の関係性の中でなされる創造としての共

創とは別の方法である。

　九鬼は全ての人間を等しく愛し、その幸福を願いつつも現実の不幸の前で

黙りこくってしまう、あまりにも無能で優しい神を考えた。それゆえにまず

意志の力で世界を創造する孤独な魔術師としての人間を提示した。次に偶然

性についての研究を深めた九鬼は世界の究極的な根拠は「原始偶然」であると

した。そして新しい系列を生産していく契機を「我」と「汝」の偶然の邂逅に求

めた。押韻論では、ベッカーの議論を参照しながら、音と音の偶然の邂逅に

おいてマクロコスモスと呼応するミクロコスモスとしての詩の押韻のはかな

い美を主張した。九鬼の哲学の軌跡は神の力が失墜した後の人間による創造、

生産論の模索であった。神のように創造する人間から、偶然の創造に振り回

される人間へと論は変更され、潜在的な生命の美を偶然の邂逅に表現する詩

人を希求するに至る。しかし技術という観点を持たない九鬼の到達した地点

はあまりに神秘的で、そして孤独である。そして創られる美ははかなく壊れ

やすい。九鬼やベッカーも一つの方法を示しているのではあるが、しかしこ
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こで彼らの思想から反転して、人間が共に世界を創造していくことへと私た

ちは向かわなければならない。

4. 集団的主体による実践

　同時代における九鬼周造の哲学の最良の理解者は中井正一であった。彼は

美学者であると同時に様々な活動に取り組んだ実践家である。戦前は1936年

の「委員会の論理―一つの草稿として」をはじめとする美学、哲学の論文を執

筆しながら同時に自身が最も新しい芸術として注目していた映画の制作や反

ファシズム運動に取り組む。1937年に治安維持法で検挙され、1940年に懲役

2年、執行猶予2年の判決を受ける。1945年からは尾道市立図書館館長として

市民教育に精力的に取り組み、そして広く市民の支持を得て1947年の広島県

知事選挙に立候補するが、それには落選してしまう。しかし実績を高く評価

されて1948年には国立国会図書館副館長に、翌49年には日本図書館協会理

事長に就任し、戦後日本の図書館の基礎作りに奔走する。その間も執筆に励

み、1951年には代表作『美学入門』を出版している。そしてその翌年の1952

年にガンで亡くなる。ギリシア哲学から20世紀までの歴史を広く俯瞰し、そ

れぞれの時代の社会と哲学、そして美の連関を説いていく中井の思想は美学

であると同時に哲学であり、そして社会論であった。中井は歴史の流れを意

識することで同時代の先輩研究者であるベッカーや九鬼の哲学の長所も短所

も深く理解し、厳しい時代の動向や自身の実践に根ざした思想を論じる。九

鬼の『「いき」の構造』を明らかに意識しながら中井は「スポーツ気分の構造」や

「スポーツ美の構造」などを執筆し、そして九鬼の「いき」を踏まえて中井は「気」

を研究している。しかし中井は九鬼とはむしろ真逆の方向に、つまり個人主

義ではなく集団主義の哲学を論じるのである。ゆえに中井は1932年の「リズ

ムの構造」で九鬼やベッカーの名前を直接挙げずにベッカーを踏まえた九鬼の

音韻論を紹介し、そして以下のように批判する。

瞬間への信仰的な愛着。執拗な個人性への付着。はかない偶然性への戯

れの驚き。かかるものがすることのなくなった個人主義文化の美しい幻
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である。（NMZ, 2, 35-36）

　しかし、かかるすべてのものはすでに個人主義文化における、否定さ

れたる自我、孤独なる自分、距てられたる個人の上に成立するところの

様式である。

　今、しかし、すでに、その分裂の上に、さらにより大きな分裂が、そ

の重圧を加えつつある。（NMZ, 2, 36）

　中井にとって九鬼の音韻論は既に分裂して失われてしまったロマン主義的

な強い個人が偶然の邂逅において回復するという美しい幻想を追い求めるも

のに見える。しかし自我の分裂はそのような幻想では覆い隠せないほど大き

くなっていると中井は考える。このように個人主義を批判する中井は古代ギ

リシアやドイツロマン主義などと対比しながら自身の生きる時代を描写し、

集団主義の時代が到来していることを告げる。「リズムの構造」と同じ1932年

の「思想的危機における芸術ならびにその動向」では以下のように記されてい

る。

ギリシャにおいて芸術の特殊性が考察された時、始めにプラトンにより、

ついでアリストテレスによって指摘された概念は技術Technēであり、ま

た模倣Mimēsisであった。ロマン的個人主義がこれらの概念の否定より

出発して、芸術論を、技術
4 4

の概念に対する天才
4 4

の概念、模倣
4 4

の概念に対

する創造
4 4

の概念の上に成立した。そして、ギリシャにおいては美
4

は真と

善なる普遍的実在
4 4 4 4 4

の下に第三の帝国として存在するにすぎないのに反し

て、ロマン派的考えかたは、美
4

をもって人間本来の課題として、美の独

立を主張した。ニイチェはその流れの奔湍であり、カントはその源泉と

なった。…（中略）…しかし注意すべきは、この新しき芸術観、すなわ

ち天才
4 4

と創造
4 4

と美
4

の概念は、個人主義勃興期に確立された時は、封建主

義への叛逆の武器として、実に正当な権利を保持したるにもかかわらず、

天才
4 4

と独創
4 4

と美
4

の概念はついにややもすれば、放恣
4 4

と個人性
4 4 4

と非真実性
4 4 4 4

とに仮託的重要さを貸し与えるの危険性をはらんできた。今の純粋芸術
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の没落とよばれているところのものは、かかる放恣
4 4

と個人性
4 4 4

と非真実性
4 4 4 4

ののぞんでいるところの危機を指すのである。（NMZ, 2, 48-49, 強調原

文）

古代ギリシアの哲学では芸術は模倣の技術であり、また「美」は「真」や「善」と

いった普遍的実在と比べると一段劣るとみなされていた。しかし近代のロマ

ン主義的個人主義では「美」は「真」と「善」と対等な人間本来の課題であり、芸

術は模倣の技術ではなく天才による創造だと考えられる。ロマン主義的個人

主義は封建的な支配 21を打破するに際しては有効であったが、現代では、天

才は放恣へ、独創は個人性へ、普遍的実在は非真実性へ堕してしまっている

と中井は説く 22。ではなぜ近代の天才・独創・唯美は放恣・孤立・非真実に陥っ

てしまうのか。それは「時代の文化が個人の才能をもって覆いつくせぬまでに

分化発展している」23からである。ある分野の専門家は他の分野においては素

人 24でしかなく、個人は利潤によって駆動される組織の一部の機能を担う機

械となる 25。

　中井は個人主義の時代は文化の発展と資本主義の展開によってあっさりと

終わり、巨大な機構が中心の集団主義の時代になっていることを告げた。個

人は機能（函数）として集団の中で各々の役割を果たしながら生きることに

なる。中井は機能主義社会の問題点を理解しつつも 26、必ずしもそれを否定

的には捉えない。利潤に駆動されない機構に中井は新しい時代の可能性を見

る。中井は機械の組織の統制された技術美にこそ近代的な美があると論じる
27。中井にとって技術とは自然の因果系列を人間の秩序の系列へと結合する

ことであり、現実／非現実、可能／不可能、偶然／必然を転換するものであ

る 28。ものの様相を変え、個人ではできなかったことを実現していく組織化

の技術にこそ自我分裂の時代の人間の生き方があると中井は考える。それゆ

え彼が取り組んだのはむしろ、スポーツ活動を通じた集団的主体による実践

の論理や集団で考える方法である「委員会の論理」の研究、集団主義時代の芸

術である映画の実作と研究、反ファシズム運動や彼自身が実践の「その尤なる

もの」29とした選挙であり、国立国会図書館副館長として日本の知を整備する

ことであった。つまりは個人を技術によって組織化し、集団でパフォーマン

特集1  共創・共創知とはなにか



織田｜創造から共創へ 42

スすることにある近代的な美を彼は理論と実践の両面から求め続けたのであ

る。

　孤独な哲学者を自任していた九鬼周造から最も深く学んだ中井が集団論を

研究したことは意外に思えるかもしれない。しかし両者はともにロマン主義

的個人主義が終わり、自我分裂の時代が到来したことを理解していた。九鬼

はそれを偶然性の哲学として表現し、押韻詩のはかない美によって克服しよ

うとする。つまり分断されてしまった部分と部分を偶然の邂逅の瞬間にマク

ロコスモスと共鳴させることによって、形而上的に仮想される神秘的な全体

を形而下のミクロコスモスに現わそうとするのである。一方の中井は強く九

鬼の影響を受けつつも、自然の因果系列を人間の秩序の系列へと結び付け、

様相を転換する技術という概念を用いることによって弱い個々人を組織化し

社会で仕事をするための理論を探求し、実践し続けた。万能の天才がいなく

なり、部分しか担いえない弱い個人が構成する集団的主体による制作が主流

となった時代の、集団の仕組みと集団による創造の可能性の具体化に中井は

努めた。個人主義の終焉という危機を九鬼ははかない一瞬の内に現れる永遠

にかけることで、中井は組織化によって新たな道を切り開くことによって克

服する 30。 

5. わからないことだらけだし、天才でもないし、はかない瞬間だけで良
いわけでもないから

　本論ではライプニッツ、九鬼周造とオスカー・ベッカーそして中井正一の

哲学を手引きとしながら共創に至る理由を探求してきた。ライプニッツは全

知全能の神が最善世界を創造すると考えた。その最善世界であっても不幸な

人間は存在するが、しかし神は一切の人間の苦しみに配慮することなく神の

みぞ知る最善世界を創造する。九鬼は全ての人間を等しく愛し、その幸福を

願いつつも現実の不幸の前で黙りこくってしまう、あまりにも無能な優しい

神を想定した。そして九鬼はライプニッツのようにこの現実化した世界が最

善であると考えずに、人間が悪戦苦闘する場所としての世界を論じた。初期

には意志の力で世界を創造する孤独な魔術師を想定していたが、偶然性の哲
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学においては偶然の創造に振り回されるものとして人間を描き、偶然の邂逅

の美を柔軟に受け止めて永遠がこの世界に受肉する瞬間を言葉に表現する詩

人を希求することとなった。九鬼の理論はライプニッツの神による創造より

も優しさにあふれ、他なるものに開かれてはいるが、それでもやはり神秘的

で孤独なところからのはかない美の創造である。中井正一は万能の天才がい

なくなった時代における集団的主体のあり方について研究し、そして様々な

形で実践した。それは技術を用いて集団において積極的に他者と協力しなが

ら創造していく方法である。私は中井の思想こそが共創だったのだと思う。

　最善がわかる神は誰の話も聞かずに1人で創造する。だが、私たちはわか

らないことだらけの人間であり、現代は優れた天才が社会全体を見通して素

晴らしい創造をすることができると期待できる時代ではない。苦しむ人の声

を聞き、それを反映させた実践を計画し、実行しなければならない。孤独な

人間は到来する偶然を受け止めながら神秘の瞬間にマクロコスモスと共鳴す

るミクロコスモスの美を求めた。それは形而上学的な美による瞬間的な共同

性ではあるが、はかなく壊れやすいものである。しかし共創に必要なものは

他者と向き合い、人々が各々の能力を存分に発揮し、持続的に発展していく

組織である。共創学の課題は共に創造できる機構を組織するための技術を探

求することであり、そのための技術こそが我々の求める共創知である。
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（NMZ, 3, 136-138）

27 （NMZ, 2, 55-57）

28 本論では「委員会の論理」における技術の定義を参照した（NMZ, 1, 85-87）。なお技術につ
いて中井は同様の主張を1930年ごろから『美学入門』に至るまで繰り返し述べている。

29 「実践について」（NMZ, 4, 199）

30 九鬼の著作が現在でも比較的多くの読者を得て、様々に論じられている一方、中井の思想

の研究はそれほど多くない。現代日本の哲学は九鬼の試みた個人の偶然的な生を捉える方

向へと深化する一方、中井が志向したような集団の哲学への関心は高くない。中井が考え

ていたほどには集団主義の時代は到来していなかったのである。しかし個人へと寄り添っ

た上で、もう一度組織論を顧みる必要がある。九鬼の個人主義と中井の集団主義の両方を

研究し、新たな社会モデルを探求しなければならない。
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Abstract
 In the philosophical academy, talk of creativity has tended to focus on the individual. 
I would like to argue for a shift of emphasis to co-creation—the sustained, collaborative 
effort of a number of people concentrated on a common task. I begin by contrasting the 
views of G. W. Leibniz and Kuki Shūzō. 
 In his Théodicée, Leibniz lays out his paradigm of creation as an almighty God 
fashioning the “best of all possible worlds.” Despite all the unhappiness in our lives, from 
God’s point of view, the world could not be better than it is. The idea of God responding to 
the pleas of human beings to improve their lives, or of human beings affecting the workings 
of divine providence, is alien to his way of thinking.
 Kuki, in contrast, sees the idea of God creating a perfect world is fundamentally 
flawed, because creation, by its very nature, is contingent and imperfect. The most one can 
expect from the divinity is to sympathize with human beings in their lot; to change it is 
beyond even the reach of God. Our pursuit of happiness begins by resigning ourselves to 
contingency and creating what beauty we can. Although stressing the social nature of the 
individual, the idea of collaboration in the creation of beauty does not figure in his idea of 
“encounter with the other.”
 Nakai Masakazu approaches the question from the opposite end of the spectrum. 
In place of the solitary individual, he begins from what he calls “the collective subject.” True 
creativity is grounded, he argues, not in the extraordinary genius of a single person but 
in collaborative performance, and this requires concerted efforts to organize people into 
creative units that can hold their own against rugged individualism and totalitarian fascism 
alike. I am persuaded that his concept of the collective subject can guide us toward a more 
comprehensive philosophy of co-creation.

From Creation to Co-creation : Leibniz, 
Kuki and Nakai

RESEARCH ARTICLE

ODA Kazuaki

Keywords : Co-creation, G. W. Leibniz, Kuki Shūzō, Nakai Masakazu, “Best of all possible 
worlds,” Contingency, Encounter, Beauty, Collective subject, Technic 

特集1  共創・共創知とはなにか



未来共創  第 7 号（2020） 49

要旨

キーワード

目次

共創の事例と概念的検討

　本稿は、共創に関する事例紹介を通して、その概念につい
て次のような指摘をおこなうものである。まず、①共創が行
われる際には一種の「効用」が生じるが、その効用は「経済的」
および「文化的」という2つの極に分けて捉えることがで
きる。また一方、別の分類を試みる事もできる。②解決すべ
き課題が不明瞭であり、課題それ自体の探索を目的とした共
創（課題探索型）と、すでに課題が明瞭であり、その解決を
目的とした共創（課題解決型）、といった分類である。第3
節においては、①と②を組み合わせることにより、4象限モ
デルで共創概念を捉えることを提案し、さらに、その類型間
の移行について論じた。そして第4節では、「共創概念」に
類似する「共生概念」をとりあげ、その2つの概念を比較した。
結論としては、共創概念は（1）動的で（2）創造的、そして（3）
人間どうしの関係に焦点をあてた概念であり、共生概念に包
含されうる概念であることを指摘した。

八木 景之

1. はじめに
2. 共創の事例
3. 共創の型式
4. 共創と共生
（1）動的と静的
（2）創造と変容
（3）スコープの広さ

5. おわりに

論文

共創
共生

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程；kyagi1988@gmail.com
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1. はじめに 

　「共」と「創」は相性がよい。なぜなら、異質な二者が「共」に存在するならば、

その間には何らかの「創造」が常に生じるからだ。ただ一つの神学的例外を除

けば、「共」がなければ「創」は存在しない。すなわち単一の存在は、それ自体

では創造する力を持たない。おそらくは、異質な二者が、その対立する傾向

に折り合いをつけようと試みる際に生じるものが、共創だと言えるのかもし

れない。

　また、そうした共創は、大小様々な「効用」を生じるものであるが、その効

用も二つの極に分かれるように思われる。すなわち、ある一つの極においては、

何らかの営利事業モデルを構築する際に見られる共創のような、経済的効用

が見込まれる活動が共創と呼ばれるだろう。そしてもう一方の極においては、

祭事などにおける文化的な共創、すなわち人々の生を励ますような効用をも

つ共創もまた、そう呼ばれるに値するものとして扱われている。

　しかし、いかに効用が存在していたとしても、人間が創り出したものでな

ければ、それは共創とは呼ばれない。たとえば、二つの水素原子と酸素原子

の共創は、その効用が絶大であろうとも決して共創とは呼ばれないし、青空

と連山の稜線の間に生じるような性質の自然美もまた、共創とは呼ばれない。

したがって共創は、人間の活動に伴って生じた、効用を持つ「組み合わせ」の

現象を表している、と考えることもできるだろう。

　さて、本稿においては、社会における様々な共創の事例の中から、筆者が

面白さを感じた事例を紹介し（第2節）、それを通して共創概念について検討

を加えたい（第3・4節）。

2. 共創の事例

地域共創リビングラボ―大学における共創
　地域共創リビングラボは、東京大学の先端科学技術研究センターによって

運営されている組織であり、東京大学の持つ様々な知的資源やネットワーク

を用いて社会問題を解決し、持続可能な未来をデザインすることを目標とし
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ている。また本組織は多数の自治体や企業との連携をおこなっており、その

活動は、文化や産業の振興など多岐にわたるものとなっている。

　ところで、「リビングラボ」という概念は、「生活者（受け手）と企業・組織（作

り手）が、長期間に渡って関わり合いながら、共にサービスをつくる（共創す

る）ための手法（NTT サービスエボリューション研究所ほか 2020）」とされて

いる。今日における複雑な社会課題の解決には、そうした長期的な関係性に

伴う試行錯誤の中から生じたアイデアこそが、より大きな課題解決力を持つ

こともあるだろう。

未来共創イノベーションネットワーク―企業における共創
　未来共創イノベーションネットワーク (INCF)は、「イノベーションの生ま

れるエコシステム」の形成を目指した組織であり、株式会社三菱総合研究所に

よって運営されている。また本組織は、産学官の共創を通じて図2の6テーマ

に関する社会課題に対して重点的に取り組んでいる。

　本組織の目立った取り組みの一つとして、「ビジネス・アクセラレーション・

プログラム」があげられる。これは、上記6テーマの課題解決に貢献しうるビ

ジネスモデルを募集する一種のコンテストである。このプログラムの選考を

通過したビジネスモデルに対しては、自治体や他企業との関係構築、そして

ビジネスの実証実験などにおいて、様々な支援が本組織によって提供される。

図 1. 連携の概念図
出典：東京大学先端科学技術研究センター 2020
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Blabo!―消費者における共創
　地域や企業が抱えるさまざまな課題を解決するためには、しばしば外部か

らの視点が必要となる。Blabo!は、消費者がそうした課題に対してアイデア

を提供することのできる仕組みであり、主にはスマートフォンのアプリによっ

てサービスが提供されている。Blabo!のウェブサイトによると、Blabo!には

現時点で13,000人以上から50,000以上のアイデアが寄せられており、そのい

くつかは実現に至っている（Blabo! 2020）。たとえば、47都道府県の地元の味

を楽しめるポテトチップスを生み出した「地元チップスPROJECT」や、さま

ざまな地域のマンホールのデザインを模倣し、それを縮小する形で作られた

コースター、「ご当地マンホールコースター」などが既に商品化されている。

　Blabo!における共創は、次のような流れで実現される。まず、①企業など

が消費者に対して、アプリ経由で依頼を提示し、②それに対して消費者が、

アイデアを書き込む。そして、アイデアが良いものであると判定されたならば、

③そのアイデアが実現され、商品やサービスが新たに生まれるのである。

　一般的に、消費者の声やアイデアは、企業には届きづらいものではあるが、

しかしその中にこそ、共創を実現するためのヒントが眠っていることも多い

図 2. INCF が目指す未来社会のイメージ
出典：未来共創イノベーションネットワーク 2020
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だろう。本サービスは、手軽にアイデアを送信できる仕組みを整備すること

により、消費者のアイデアをうまく引き出すことに成功しているのである。

カマコン―地域活性化における共創
　「カマコン」は、鎌倉を拠点とするベンチャー企業の経営者によって立ち上

げられた地域団体であり、鎌倉をより良い街にすることを目的として、様々

なプロジェクトを考案し実施している。たとえば、「津波が来たら高いところ

へ逃げるプロジェクト」といった防災プロジェクトや、鎌倉で働く人であれば

誰でも利用できる「まちの社員食堂」といったプロジェクトが実施されている。

　そうしたプロジェクトは、カマコン会員のアイデアから生まれる。プロジェ

クトのアイデアを考案した会員は、まずカマコンの定例会にそのアイデアを

持ち込み、プレゼンテーションを行う。そして会員と議論を重ねた上で、そ

のプロジェクトへの参画を希望するメンバーを集め、活動を具体化してゆく。

また、このカマコンの会合には、鎌倉市役所の職員や、一般の高齢者、中学

生などが参加することもある（姜 2019）。地域に住む幅広い層の人々が、この

活動に参加し、共創をとおして地域の活性化に貢献していると言えるだろう。

　また面白い点として、カマコンのウェブサイトでは、「立場をとる」とい

う言葉と、「黙認制」というカマコン独自の言葉が紹介されている（カマコン 

2020）。前者は、覚悟と責任感を持ってプロジェクトに関わることを意味し、

後者は、全員の賛成を待たずに、スピード感を持って動き出せるカマコンの

仕組みを指している。カマコンにおいては、こうした組織文化が、柔軟でさ

まざまな共創を可能にしているのかもしれない。

まりも祭り―祭事における共創
　釧路市の阿寒湖に住む緑の丸い生物「まりも」は、古くから地域の人々によっ

て愛されてきたが、その保護を目的として1950年に始まったお祭りが「まり

も祭り」である。このお祭りは、今日では多くの観光客を呼び込むものである

が、しかし一方、この地に古くから住むアイヌの人々にとっては、一種の神

事としての性質を持っている。

　このお祭りは、「アイヌの人々」と「和人」の共創という性質を持ち、その状
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況が今日まで長く続いていることから、「共生」という考え方においても一つ

の興味深い成功事例であるが、筆者が特に面白いと感じた点は、このまりも

祭りが、さまざまな目的の調和に成功しているという点である。

　先述したように、まりも祭りの当初の目的は、自然保護にあった。しかし

1970年頃には、観光客向けのイベントとしての性質を強く持つようになり、

当初は600名であった観客が、第28回においては20,000名に増加し、それに

伴い多くの催し物が行われるようになった（煎本 2001）。しかし、ここで重要

であるのは、そうした観光客向けイベントとしての成功にもかかわらず、「ま

りもの保護」という当初の目的が、今日においても明確に維持されている点で

ある。たとえば、2019年度のまりも祭りにおいても、「まりも生育について

の講演会」や「生息地の観察会」といった、自然保護に関する学術的な会合が、

まず初日に行われるのである。また、二日目には、「たいまつ行進」や「民族舞

踊の披露」といった出し物が行われ、最終日には、「まりもを湖に送る儀式」に

よってお祭り全体が締めくくられる（釧路市 2020）。

　今日のまりも祭りは、多くの目的をそこに内包する。すなわち、「神事」で

ありながらも「自然保護」の性質を持ち、そして「観光資源」としても存在す

るのである。このお祭りには、地域住民とアイヌの共創が見られるとともに、

そこには様々な目的の調和を見て取ることができるのである。

有馬富士公園整備事業―コミュニティ作りにおける共創
　一般的な公園においては、公園の「運営者」と「利用者」はそれほど交流をも

たず、またその立場の違いも明確である。ところが、兵庫県の「有馬富士公園

整備事業」においては、利用者自身が、公園内で様々なプログラムを実施する

ことができる、利用者が主体的に公園の運営に参加できる仕組み作りが目指

された。

　こうした活動は開園2年前の平成11年から始まり、翌年には地域住民に加

えて自治体や博物館、土木事務所、教育委員会のメンバーなどが集まり、「し

くみづくり」、「きっかけ・ひとづくり」、「場所づくり」、「ネットワークづくり」

の4部会に分かれて、具体的な話し合いが行われた（山崎 2011）。

　また、この事業においては「夢プログラム」という仕組みが採用されてお
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り、次のような条件を満たす利用者は、自身で考案したプログラムを公園に

おいて実施する事ができる。その条件とは、①二人以上のグループで、②広

く来園者を対象とし、③営利を第一目的としない、というものである。そして、

これらに適合したプログラムは、公園側の様々な協力を得ることができる。

　平成20年度においては、31のグループが113プログラムを実施してお

り、参加者はのべ54,000人にも及んでいる（兵庫県まちづくり技術センター 

2009）。またその内容も多岐にわたり、生き物観察やコンサート、あるいは農

作業やハンドメイド・クラフトの体験教室などが行われている（日本造園修景

協会 2020）。

神山アーティスト・イン・レジデンス―芸術における共創
　徳島県の神山で行われている「神山アーティスト・イン・レジデンス（KAIR）」

は、国内外のアーティストが神山町に住み込み、自然環境や町に住む人び

と、そして地域文化との交流から生じた発想によって創作活動が展開される、

地域と芸術家の共創によって成立するアート・プログラムである（NPO法人

グリーンバレー 2020）。神山町は、過去50年間で人口が約3分の1になるな

ど、深刻な過疎化を経験しており、それに伴うさまざまな問題が生じていたが、

こうした試みによって、神山町は大きな注目を集めるとともに、新たな再生

を成し遂げつつある。ではなぜ、神山町の試みは成功したのだろうか。

　本事例の特殊性の一つは、神山町に住む人びとが主体となって、このプロ

ジェクトの企画や推進を行ったという点にある。他の地域においては、自治

体から依頼されたコンサルティング会社が、こうしたアーティスト・イン・

レジデンスの取り組みを主導し実施することも多い。しかしそれでは、松永

（2013）が指摘するように、「運営のノウハウなどが、全部コンサル側に蓄積

されてしまう。そしてそれが終わったときには地域には何も残らないという

結末が待っている」という問題が存在するのである。おそらく、地域における

こうした共創の活動においては、その地域に住む人々が、プロジェクトの構

造を決定し、「何をして、そして、何をしないか」を決断するべきであると筆

者は考える。なぜなら、その地域を愛する人々の生のあり方が、プロジェク

トの構造に反映されていなければ、その活動はどこか根を失ったものとなり、
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人びとを惹きつける魅力や独自性を持続させることができないように思われ

るからである。

　また、こうしたKAIRの活動を通して、神山町は「創造的過疎」というコン

セプト（総務省2020）のもと、企業のサテライトオフィス誘致にも踏み込んで

いる。これは、ワーク・イン・レジデンスと呼ばれる活動であり、リモートワー

クが可能な IT系の企業などが、オフィスを神山町に立ち上げるようになった。

その結果として、移住者と住民によるあらたな共創やライフスタイルの模索

が始まっており、その働く人の流れは、神山町の商店街を活性化させるなど、

地域の経済にも大きな影響をあたえている。

3. 共創の型式

　ここまでに紹介したように、共創の事例はさまざまな領域に存在する。と

ころで、これらの事例を「課題の明瞭さ」という軸を設けて考えてみるならば、

（1）課題が明瞭ではなく、課題そのものの探索を目的としている共創と、（2）

課題が明瞭であり、その解決を目的としている共創に分類することもできる

だろう。

　たとえば、「カマコン」や「Blabo!」のような性質の共創においては、その課

題は明瞭ではなく、さまざまなアクターが共創することによって生じるアイ

デアの創出を主な目標としており、したがって課題を探索する性質が強いも

のである。それに対して、たとえば「有馬富士公園整備事業」の事例は、「利用

者が主体となった公園をどのように作り上げるか」といった比較的明確な課題

が存在し、様々なアクターの共創によって、その課題の解決が行われた。

　ここで、課題が不明瞭であり、様々なアクターがそれを探し求める性質の

共創を「課題探索型」と呼び、それに対して課題が明瞭であり、その解決を目

的として様々なアクターが協力する性質の共創を「課題解決型」と呼ぶならば、

この二つの共創は、どのような特徴を持つだろうか。

　おそらく、課題探索型の共創は、課題が不明瞭であるがゆえに様々な試行

錯誤が行われ、無駄が多いものとなるかもしれない。ところが、そうした一

見無駄に見える過程の中で、多様な方面への探索が行われ、結果として本質
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的な課題がそこから明らかになることもあるだろう。それに対して課題解決

型の共創は、すでに解決すべき課題が明確になっているがゆえに、前者と比

較すると、無駄が少ないものになるかもしれない。こうした共創は、それぞ

れのアクターが所有する資源を持ち寄り、それらの資源が効果的に結合する

ことによって成立するだろう。

共創の4象限モデル
　ところで、「はじめに」で指摘したように、共創を「効用」という観点で見る

ならば、そこには2つの極が存在する。やや乱暴な分け方ではあるが、一つが「経

済的」な効用を持つ共創であり、もう一つが、「文化的」な効用を持つ共創であっ

た。では、この「経済的 -文化的」軸と、先に説明した「課題解決型 -課題探索

型」の軸を組み合わせてみると、どのようになるだろうか。試しに、4象限モ

デルで考えてみたい（図3）。

　Ⅰは、「経済的 -課題探索型」のモデルであり、「未来共創イノベーションネッ

トワーク」の事例でとりあげたような、ビジネスモデルを探索する性質の共創

は、ここに当てはまるだろう。同様に、Ⅱは、「経済的 -課題解決型」であり、

Ⅲは「文化的 -課題探索型」、Ⅳは「文化的 -課題解決型」である。たとえば「有

馬富士公園整備事業」の事例はⅣにあては

まるだろう。

　また、この4象限モデルによって、共

創における性質の変化を知ることもでき

るだろう。たとえば「課題探索型」の共創

によって潜在的に存在していた課題が明

らかになり、その結果として、その活動

全体が「課題解決型」に移行するパターン

が存在するならば、Ⅰ→Ⅱ、あるいはⅢ

→Ⅳという移行が想定できる。また、Ⅱ

のように「経済的」課題を解決する目的で

始まった営利事業が、何らかのコミュニ

ティを作り出し、それが、いつしか人々

図 3. 共創の 4 象限モデル 1
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の心の拠り所となり、その過程で文化的な課題を意図せずに解決している場

合はどうだろうか。その場合は、Ⅱ→Ⅱ+Ⅳといった、本モデルの左右にま

たがる「拡大」を観察することもできるだろう。たとえば、芸術によって町を

盛り上げる「神山アーティスト・イン・レジデンス」の事例は、Ⅲの性質に近い

共創が、サテライトオフィスの誘致などを通して、ⅠやⅡにも拡大した事例

であり、あるいは、「まりも祭り」の事例もまた、それに近い性質を持つかも

しれない。共創の活動は、当初はこの4象限モデルの片隅から立ち上げられ

るが、その成功の過程において多くのアクターが関わることにより、活動の

方向性が拡大することもあるだろう。一つの共創活動が、あるアクターにとっ

ては「経済的」であるが、また別のアクターにとっては「文化的」であり、その

両者における好循環が共創の活動を持続させるような、そうした一種の分業

が発展することもあるかもしれない。

　また、今日の社会においては、しばしば「わかりやすい」成果が求められる

ため、Ⅱのような「経済的 -課題解決型」が今日においては最も支持を得やす

い共創のあり方といえるかもしれない。しかし、重要であるのはⅡだけでは

ない。ⅠやⅢのような「課題探索型」の共創が存在しなければ、共創は、課題

が明確な領域でのみ行われ、目の届きにくい場所に存在する課題は見過ごさ

れることになる。また、ⅢやⅣのような「文化的」な共創は、現代社会におけ

る重大な問題、孤独や不安といった課題に関連するものであり、決して軽視

してはならないだろう。

4. 共創と共生

　この共創概念には「共生」という類似の概念が存在する。共創と共生、

この 2つの概念は、極めて近い文脈の中で使われるばかりか、それらが接

続された形、たとえば、神奈川芸術文化財団の「共生共創事業」のように、

「共生共創」や「共生・共創」あるいは、「共に創る、共に生きる」といっ

た表現で使われることもある。

　この 2つの概念は、同じ意味内容を持つ概念だろうか。それとも、大き

な差異が存在するのだろうか。もちろん、共創概念と共生概念は、十分に
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その定義が定まっていない概念ではあるが、この 2つの概念の差異につい

て筆者の視点から指摘を行いたい。

（1）動的と静的
　まず、第一の差異について述べる。共創概念は、異なるアクターが交流

することによって新たな創造が生じる過程をあらわし、したがって共創概

念は「動的」である印象が強い。しかしそれに対して共生概念は、その「動

的」な側面に加えて「静的」な側面からも捉えることができる。

　すなわち、最も広い意味合いにおける共生概念とは、「異なる複数の主

体が、相互作用を通して共に生きること」を表現する概念であると考えら

れるが、共生概念の探求においては、この相互作用の性質をある一瞬にお

いて捉え、その性質を論じる視点が多数存在する。たとえば、共生におけ

る多様性や平等性について論じている尾関（2016）の研究や、共生概念

を 2つの類型に分割し、①資源交換によって成立する生態学的な共生関係

と、②資源交換とは無関係であり、〈意味〉を感じるがゆえに成立してい

る人間的な共生関係を分けて論じる、本稿の筆者が行っている研究（八木 

2020）などは、静的な視点から、共生の性質を論じていると言える。

　一方、共生概念を動的に捉える視点、すなわち、共生に伴う「変容」や「創

造」に注目する研究も多く存在する。たとえば、平沢（2014: 63）は、共

生概念を「A＋ B→ A’ ＋ B’ ＋α」といった動的なモデルで表現した。こ

れは、左項の A・Bという二者が共存しつつ接触することによって両者が

変容し、Aは A’ に、そして Bは B’ となり、またその結果として、新たに

αが生み出される過程を表現するものである。こうした過程に注目した論

考は、共生の動的な側面を明らかにするものである。

　したがって、創造の過程を動的に捉える共創概念に対し、共生概念は、

動的な側面を持つとともに、静的な側面からも観察されている。

（2）創造と変容
　先にあげた平沢（2014: 63）の共生概念「A＋ B→ A’ ＋ B’ ＋α」のモ

デルにおいて、新たに生み出されるαは、「Aと Bによる共創」の成果と
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捉えることができる。しかし、共生概念の動的な側面において注目される

べきであるのは、αが創造される、という点だけではないように思われる。

このモデルにおいては、αの創造に加えて、A→ A’ そして B→ B’ といっ

た変容がその過程において生じている。αの創造を行ったアクターである

Aや Bもまた、決して不変ではいられないのだ。

　こうした視点は、いわゆる「共生社会」の観点からは重要である。今日

では、社会的少数者を含め、さまざまな傾向や文化を持った人びとが、そ

の差異を乗り越えてお互いを尊重し、共に暮らしてゆく社会が求められて

いる。しかし現実においては、社会的な分断があちこちに見られ、理想的

な状態には決して至っていない。しかし平沢（2014: 60-63）が指摘するよ

うに、共生という現象は、「互いを高め合う」性質を持つ。AとBの共生によっ

て、たとえば Aには、Bが持つ何らかの側面が入り込み、そして Aが A’

へと弁証法的に「高まる」ことが期待できる。そしてこのような時の A’ は、

Bを「自分とは無関係な存在」として認識するのではなく、そこにはお互

いの存在を尊重しあう可能性が生じるのではないだろうか。

　第 2節で取り上げた共創の事例紹介においては、その創造のあり方を取

り上げたが、しかし、その共創に関わった人びともまた、その活動の中で

異質な人びととの交流を通して少なからず影響を受け、なんらかの形で変

容したと考えるのが妥当である。たとえば「カマコン」の事例においては、

活動の結果として、「充実した顔で帰っていく参加者（姜 2019）」の姿が

存在するが、こうした例もまた、変容の一つであると言えるだろう。

　共創概念は、主には「創造」されたαに注目するものである。しかし、

共生概念のもつ動的な側面は、そうした「創造」とともに、A→ A’ といっ

た「変容」の過程にも光を当てるものである。

（3）スコープの広さ
　第 1節でも述べたように、共創概念は、主には「人間と人間の関係」あ

るいは「人間集団どうしの関係」がその考察の対象となっている。したがっ

て、それ以外の関係、たとえば「人間と自然の共創」といった考え方は、

ほとんど存在しない。
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　ところが共生概念は、さらに広いスコープを持つようである。たとえば、

「人間と自然」や「人間と生物」の共生といった視点や、「死者との共生」

あるいは「AIとの共生」というように、さまざまな共生のあり方に関す

る論考が存在する。

　ではなぜ、このような差異が存在するのだろうか。おそらくそれは、こ

の 2つの概念の由来に差異が存在するからである。共創概念は、経営学、

とりわけマネジメント論やマーケティング論の影響が強い概念であり、た

とえばデジタル大辞泉（2020）によると、「異なる立場や業種の人・団体

が協力して、新たな商品・サービスや価値観などをつくり出すこと」と定

義されている。したがって共創概念は、人間同士の相互作用を扱う人間中

心の概念であり、そこには人間のための具体的な効用が求められる。

　ところが、共生概念はそうではない。共生概念の由来は二つ存在し、そ

の一つは、本質的にはチャールズ・ダーウィンから連なる生態学的発想に

よるものであり、微生物学者であるアントン・ド・ベイリーによって定義

された共生概念（=symbiosis）にある。そしてもう一つの由来は、浄土宗

の高僧である椎尾弁匡による、仏教哲学的・宇宙論的な思想によるもので

ある。そして、そのどちらもが、一部に人間同士の関係を含みながらも、

決してその範囲に留まるだけの概念ではない。また、共生概念においては、

共創概念にみられるような性質の効用は求められていないだろう。

　さて、ここまでの考察において、共創概念と共生概念の差異を 3つの視

点から観察した。まとめると、図 4のようになるだろう。これらから言え

ることは、共創概念は、共生概念に包含される概念である、ということで

ある。したがって共創概念は、共生概念の内部に存在する、（1）動的で（2）

創造的、そして（3）人間同士の関係に注目した概念であると言えるだろう。

5. おわりに

　本稿では、共創の事例を取り上げ、そしてその概念について論じた。もっ

とも、そうした探求は不完全なものにとどまったように思われる。第 2節
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で述べた事例以外にも、周知されるべきユニークな共創の事例は多くの領

域において存在するだろうし、第 4節では、「共生」という類似概念との

比較を行ったが、「イノベーション」や「創発」といった概念、そして他

の研究機関で行われている共創概念 2の検討もまた、必要であると思われ

る。

　いずれにせよ、共創という現象は、その多くが課題の探索や解決を目指

すものであり、新たなものを生み出す原動力となる。共創概念は、まだま

だ曖昧な概念ではあるが、筆者としては、その可能性に注目したい。

注

1 筆者のこうした考察には、第2節で紹介したさまざまな共創の事例に加え、筆者が所属す
る大阪大学大学院人間科学研究科で実施されている共創の事例や、その事例に関するイン

タビューの内容が筆者に大きな影響を与えた。インタビューを行った順にあげると、志水

宏吉先生、稲場圭信先生、渥美公秀先生、平井 啓先生の取り組みである。この場を借りて
深くお礼を申し上げたい。

2 たとえば、2017年に設立された「共創学会」が発行する『ジャーナル「共創学」』では、共創
概念におけるさまざまな論考が展開されている。
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Abstract
 This paper discusses the following points about the concept of kyōsō (co-creation) 
through case studies. (1) kyōsō has a “utility” which can be divided into two ideal types: 
“economic utility” and “cultural utility”. On the other hand, another classification can be 
attempted. (2) There are two categories: kyōsō in which the problem to be solved is unclear 
and the purpose is to search for the problem itself, and kyōsō in which the problem is already 
clear, and its purpose is to solve the problem. In Section 3, I proposed the concept of kyōsō 
in a four-quadrant model by combining the above classifications and discussed the transition 
between the types. And in Section 4, I examine the concept of kyōsei, which is similar to 
the concept of kyōsō, and compares the two concepts. In conclusion, I pointed out that the 
concept of kyōsō focuses on dynamic, creative, and human relationships and is included in 
the concept of kyōsei.

Case Study and Conceptual Discussion in 
Kyōsō (Co-creation)

RESEARCH ARTICLE

Kageyuki YAGI

Keywords : Co-creation, Kyōsō, Kyōsei
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はじめに

　地域コミュニティでは、これまで様々な地域防災活動が展開されてきた。

しかし、いざ災害が発生すると、配慮や支援が必要だった人々に被害が集中

する現実は変わらない。例えば、2011年の東日本大震災では、犠牲者のうち

高齢者・障害者の割合がその他の人々の2倍であった。また、最近では、2018

年の西日本豪雨災害では、犠牲になった人々のうち、高齢者・障害者が8割を

超えるという事例（岡山県倉敷市真備町）が発生してしまった。同じく2018年

の大阪府北部地震では、マンションで倒れた家具の中に埋もれつつも助けを

呼べず孤立する高齢者の姿があった。また、大阪府箕面市では、避難してき

た人々の90％以上が外国人というコミュニティもあった。そして、振り返れ

ば、2016年の熊本地震ではペットとともに避難した住民が、ペットがいると

いうことが発端となって避難所から（一時的にせよ）排除される事態が発生し

ていた。さらに、最近では、台風19号の際、ホームレスの人が住所を持たな

いという理由で生活している自治体の避難所に入れないといった事態まで発

生した。

　そもそも地域防災活動とは、災害が発生したときに、多様な住民の誰もが

一人残さず「あぁ、助かった」と言えるような地域を作ることを目指して行

われる活動のはずである。そして、「多様な住民が誰一人残すことなく」とい

う点に、インクルーシブな視点が含まれているはずである。しかし、現状は、

およそそのようになっていない。いったい、どこに原因があるだろうか。ど

うすれば誰もが助かる社会を目指すインクルーシブな防災が可能になるのだ

ろうか。

　本稿では、地域防災活動が含み持つインクルーシブという視点に注目しな

がら、地域防災活動の経緯と課題を整理し（第2節）、新たな防災活動（防災第

3世代）を提唱し（第3節）、最後に今後の展望（第4節）を示す。なお、筆者は、

共同研究者や実務家とともに、兵庫県上郡町赤松地区で本稿で紹介する防災

活動を実践してきているが、紙幅の関係で、別稿（Atsumi & Ishizuka 2019; 渥

美・石塚 2019; ひょうご震災記念21世紀研究機構研究調査部 2019; 石塚・渥

美 2019）を参照頂くこととし、ここでは理論的な考察を行う。
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　ところで、本稿は、雑誌「未来共生学」を継承し、新しく出発した雑誌「未

来共創」が設けた特集「インクルージョンと共生」の一部としてインクルーシ

ブ防災について議論を展開するものである。様々な概念が並んでいるが、ど

れも定説があるわけではない。そこで、インクルーシブ防災について述べる

前に、簡単な概念整理を行っておきたい（第1節）。

1． 概念の整理

1.1 共生と共創
　筆者は、共生という状態へと到る過程を共創と考えることにしている。共

生については、旧雑誌「未来共生学」の発行母体でもあった未来共生イノベー

ター博士課程プログラムを主導した志水（2014）によって、A+B→A'+B'+αと

定式化されてきた。A、Bは集合体（渥美 印刷中）であり、A'、B'はそれぞれ

の集合体が変化した状態、そして、αは新たに創造された価値とされる。す

なわち、共生とは、集合体AとBが出会うことによって、Aが変化し、Bも変

化し、新たな価値αがそこに生成された状態を指し示している。

　一方、共創は、こうして共生が生まれる過程を指している。共生を表した

式で言えば、演算子の作用、演算の過程に注目していることになる。共創と

いう過程を通して、共生が成立する。両者はコインの両面であって切り離す

ことはできない。実際、未来共生プログラムが実施してきた取り組み（例えば、

公共サービスラーニング科目）を、演算子「＋」による加算の過程に着目して

論じた論考（山本 2017）もあり、そこでは共創という言葉は用いられていない

が、共生に到る過程に意義を見いだしている。その全体像を学術的に捉えよ

うとする学問分野が共生学であり、フィロソフィー、サイエンス、アートと

いう具合に分けて考えることがある（志水 印刷中）。また、共創という過程に

含まれる様々な知恵やコツといった実践的な知を共創知と呼び分けることも

ある。

　こうした議論を提示した際に急いで付け加えておくべきことは、誰がAや

Bという集合体の存在を承認するのかという問題に潜む権力性である。いっ

たい誰が誰のことを集合体Aと認定するのだろうか。ここにAが存在すると
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いうとき、Aと指し示されることを忌避する機会への配慮が失われる可能

性について常に注目しておかなければならない。本来、AとBは同権である

が、同権のAやBの存在を認めたとしても、それらをそもそも式にして提示し、

展開すること自体が、AやBにとって抑圧をもたらすことがあることには自

覚的であるべきである。特に、研究者は、ともすれば現場にちらっと訪れた

だけで、現場を知った（現場の人々と知り合いになった）と考え、そこに現場

では得られない（あるいは、端的に現場にとって関心のない）知識を持ち込ん

で、現場の人々を理解したかのように語ることがある。無自覚に行われると

きも問題であるが、意識的に現場と共創して共生を生み出そうとしているな

どと嘯くときこそ危うい。そのことを肝に銘じておく必要がある。

1.2 インクルージョン
　特集のタイトルとなっているもう1つの概念、インクルージョンについて

整理しておきたい。多様な人びとを対象とすることを、インクルージョン（包

摂）といった概念で捉え、エクスクルージョン（排除）とセットで議論するこ

とが多い。原理的には、すべてを包摂することは不可能であり、何かを包摂

するたびに、何かが排斥される。当然ながら、誰が包摂の対象を同定するの

かという権力性が問題になる。そして、包摂を求める声を出せない人びとの

存在はもとより、包摂を求めない人びとの存在、さらには、不可触民や法の

外にある人の存在など、インクルージョンに関する原理的な議論は尽きるこ

とがない。

　宮本（2018）は、存在そのものに注目する「ある自己」と行為の可否・有無

に注目する「する自己」を対比し、前者にインクルージョンの本質を見ている。

すなわち、何かができる、何かをしているといった具合に社会と関係してい

く「する自己」ではなく、その基底にあって、本人の存在の核をなし、多様な「す

る自己」を支える「ある自己」を受け止めようとすることがインクルージョン

であるとしている。理論的には、「できる自己」「できない自己」「あるべき自己」

「あるべきではない自己」など興味深い議論が展開できそうである。一方、実

践的には、どのように「ある自己」を承認していく場を設けるのか、「ある自己」

を表出しづらい人々をどうするのか、「ある自己」には触れられたくない人々
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は……など多様な問題に直面する。インクルージョンにも「ある自己」の承認

（状態）と承認のダイナミックス（過程）を分けて考えた方がよいかもしれない。

　さて、概念の整理としては不十分であると自覚しつつも、とりあえずはこ

こまでとしておきたい。さっそく、インクルーシブ防災について議論を進め

ることとしよう。

2. インクルーシブ防災

　地域防災活動は、災害が発生したときに、多様な住民の誰もが一人残さず

「あぁ、助かった」と言えるような地域を作ることを目指して行う活動であっ

て、そもそも多様な住民が誰一人残すことなくという点にインクルーシブな

視点が含まれている。ところが、冒頭に示したように、支援や配慮が必要な人々

に支援が届かず配慮が行き届かず、犠牲が集中する事態が続いている。

　政府は、2006 年 3 月に「災害時要援護者避難支援ガイドライン」（内閣府）

を策定し、「必要なときに必要な支援が適切に受けられれば自立した生活を

送ることが可能な」人々を「災害時要援護者」と定義し、具体的に高齢者、障

害者、外国人、乳幼児、妊婦等をあげて（2013年 6 月の災害対策基本法の一

部改正により、高齢者、障害者、乳幼児等は防災制策において特に配慮を要

する「要配慮者」とされた）、避難行動要支援者名簿の作成などを推進してき

ている。また、国際的にも、2015年第3回国連防災世界会議で採択された仙

台防災枠組2015-2030には、障害、男女平等、非差別的、貧しい人々、ジェ

ンダー、年齢といった言葉が随所に見られ、インクルージョンは、エンパワ

メント、アクセシブルと並んで複数の条項に盛り込まれた。多様なステーク

ホルダーの役割の重要性が強調される中、特に障害者の役割が新たに加わっ

たことが注目を集めた。その結果、インクルーシブ防災という言葉は定着し、

福祉施設などで災害時の対応を考えて訓練する際に使われたりしている。

　しかし、災害現場では、配慮や支援が必要だった人々に被害が集中する現

実は変わらない。だとすれば、地域防災活動に何か根本的な問題が潜んでい

るのではなかろうか？　その問題に対処した上でこそインクルーシブ防災が

成立するのではなかろうか？
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3. これまでの地域防災活動

3.1 防災第1世代～「防災と言う防災」
　地域コミュニティでは、これまで専門家の知見に基づいて地域防災活動が

行われてきた。具体的には、地域で避難訓練が行われたり、耐震改修に関す

る研修会が行われたりしてきた。防災活動がこのように専門家主導で行われ

てきた歴史は古く、防災第1世代と呼ぶことができよう。現在でも地域の防

災活動の中心を占めているのが防災第1世代である。

　防災第1世代の代表的な取り組みとして、自治会や町内会を単位に設置さ

れる自主防災組織がある。自主防災組織は、平常時から、備蓄倉庫の整備・

管理、防災意識の啓発など様々な活動に取り組んでいる。消防庁（2017）によ

れば、全国の自治体の81％で自主防災組織が結成されている。自主防災組織

は、消防職員や行政の防災担当といった専門家の主導によって結成され、住

民によって運営されている。防災第1世代は、防災の専門家が、防災活動の

実施を地域コミュニティに周知して行うので、「防災と言う防災」という風に

表現することができる。特徴は、専門家から住民へという一方向性をもって

いることである。

　ただ、自主防災組織については、防災活動の参加者が少ないこと、リーダー

等の人材育成が進んでいないこと、活動費や資機材の不足などが課題として

報告されている（消防庁 2017）。そもそも、少子高齢化や、地域における人間

関係の希薄化といった地域コミュニティの脆弱化が指摘される中、自主防災

組織も立ちゆかなくなっている場合が多い。

3.2 防災第2世代～「防災と言わない防災」
　日常の活動を楽しむ中で、その結果が防災に繫がるようにと様々な防災プ

ログラムや防災ツールが開発されてきた。こうした活動は災害NPOなどの市

民団体によるものが多く、主に阪神・淡路大震災から盛んになってきた。防

災第2世代と呼ぶことができよう。

　防災第2世代は、防災活動を魅力的にすることによって、より多くの人々
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が防災活動に関心をもって参加してくれることを期待し、多様に展開されて

いる。例えば、魅力的なマップづくりが行われることがある。災害の種類を

選び、どんな季節の何時頃の発災かを想定し、誰の視点（例えば、子ども）で

防災マップを作るかを決め、災害時要援護者に関する情報の取り扱いなど防

災上の工夫が施され、さらに、地域の歴史的文化的施設や人気のスポットな

ども書き加えて、魅力的な地域マップを作っていく。

　防災第2世代は、市民団体が開発したプログラムやツールを関心のある住

民に向けて行う。そうしたプログラムやツールは、いかにも防災をしましょ

うという風には地域コミュニティに周知されない。例えば、子ども達向けの

イベントとして周知され、その準備、運営、取りまとめに関わる親たちが結

果として防災を学ぶといった仕掛けになっている。防災を声高に叫ぶわけで

はないので、「防災と言わない防災」という風に表現することができる。防災

第2世代の特徴は、特定の関心をもつ住民が市民団体によるプログラムやツー

ルに参加するというスタイルをもっていることである。

　確かに、防災第2世代は、防災に必ずしも関心が高くなかった多くの人々

に防災を学んでもらえる活動である。参加している人々は、行事を楽しむう

ちに防災が身につく。しかし、人々の関心は実に多様であり、防災第2世代は、

特定の関心に焦点を当てて実施せざるを得ない。実際には、子どもや親子連

れに焦点を当てたイベントを地域コミュニティに持ち込むといった活動が行

われている。もちろん、障害者に焦点を当てたイベントもあり、高齢者に焦

点を当てたイベントもある。ただ、それぞれが独立に行われ、相互に交流が

乏しいのが現状である。その結果、災害が発生すれば、配慮を必要とする人々

に周囲の様々な人々からの援助が届かない。

3.3 防災第1世代・第2世代の限界
3.3.1 よくある指摘

　専門家主導で地域コミュニティの住民に向けて行われる防災第1世代を改

善するには、住民の参加を呼びかけていく、リーダーを育成する、予算や資

機材を豊富にしていくなど様々な手立てが考えられよう。しかし、地域コミュ

ニティが脆弱になっている現状では困難である。郡部であれば、少子高齢過
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疎化で地域コミュニティの様々な役割を少数で担わざるを得なくなるなかで、

防災活動は負担となってきているのが現状であろう。一方、都市部では、自

治会への参加率が減り続け、無縁社会とまで言われる中で、そもそも防災活

動への参加呼びかけに応じる人がどれだけいるだろうか。

　一方、災害NPOなどの市民団体が開発したプログラムやツールを特定の関

心をもつ人々に向けて実施する防災第2世代は、専門家主導で地域コミュニ

ティを対象とした防災第1世代の問題点を解消しそうである。しかし、ある

特定の関心に着目した場合、その関心をもたない人々を積極的に包摂してい

くことは困難であろう。かといって、災害NPOなどの市民団体があらゆる関

心に対応するプログラムやツールを開発していくことは現実的ではない。

　こうした限界は何も今に始まったことでもなく、新たな指摘でも何でもな

い。むしろ、これまでに何度も指摘され、コミュニティの活性化や市民団体

間の連携と言ったテーマで改善の努力が向けられてきた事柄でもある。しか

し、長年にわたって改良を重ねて努力を続けてきても、配慮が必要な人々が

助からない事態を招いてきたのである。だとすれば、これまでの防災第1世代、

防災第2世代にはもっと根本的な問題が含まれていたのではないだろうか。

3.3.2 根本的な問題
　防災第1世代、第2世代に見られる根本的な問題をここでは3点指摘してお

きたい。まず第1に、これまでの防災活動は、地域コミュニティにとって負

担になっているという問題がある。これまでの防災活動は、防災を目的とす

るという大前提がある。防災と言う防災（第1世代）も、防災と言わない防災（第

2世代）も、結局のところ防災活動である。前者は専門家主導であり、後者は

市民団体などが主導するが、脆弱化した地域コミュニティにとっては、どち

らも日常生活に専門家や市民団体が防災活動を付加して実施するようになっ

ている。住民からすれば、親の介護もある、店の支払いもある、子どもの送

り迎えもあるという忙しい毎日に、自主防災組織から呼びかけのあった防災

活動や特定の関心をもつ市民団体が準備した防災プログラムが追加されるこ

とになる。確かに、災害が全国各地で多発しているのだから、そうした活動

に積極的に参加することは求められて然るべきであろう。しかし、わかって
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はいるけれどできない、そこまで手が回らない、また今度にしよう、といっ

た声が出てくるのも自然である。

　第2に、防災第1世代のように、防災を専門家に任せてしまうことに問題

がある。このことは、医療化と呼ばれるプロセスに対比させて考えるとわか

りやすい。現代社会を鋭く批判してきたイリイチ（訳本2015）は、まず現代社

会が2つの分水嶺を越えてきたと捉える。滅菌した水が下痢による幼児の死

亡率を下げ、キニーネがマラリアを抑えるという段階で1つめの分水嶺が越

えられた。ここまでは歓迎される結果をもたらしていた。ところが、医療が

専門化し、医療業務が大病院に集中し、薬剤の無責任な使用が横行し、医療

制度による独占が進行して、2つめの分水嶺が越えられて様々な弊害がもた

らされているのが現代社会だと診断する。地域コミュニティにおける防災も

ある程度の資機材が整えられ、自主防災組織や防災士といった専門家を生む

ところまではまだよかったのかもしれない。しかし、地域コミュニティに防

災という分野が成立し、その分野を防災の専門家が取り仕切るようになれば、

一般の住民には関係の薄い領域になる。いわば、防災は専門家に任せておけ

ばよく、いざというときも専門家が何とかしてくれると考えるようになるの

も不自然ではない。その結果、専門家が防災活動への参加を呼びかけても住

民が参加しないのも当然である。

　最後に、防災第2世代には、あらゆる人々が主体的に参加するものとなっ

ているかという点に問題がある。もちろん、市民団体はそれぞれに関心を特

定して活動しているのであって、それを無闇に拡張すべきではあるまい。ただ、

市民団体は、対象者の属性に応じて活動を分けている場合がある。身体障害

者の移動支援、聴覚障害者に向けた要約筆記、認知症の高齢者と過ごす家族、

貧困に陥っている子ども、外国人に対する日本語教育支援……しかし、災害

時に向けて、障害者、高齢者、子どもといった個々の住民の属性をもとにし

た防災活動で対応できるだろうか。無論、各市民団体が連携したり、一堂に

会して議論したりするという努力はなされていよう。しかし、肝腎の当事者

の声はどこまで企画段階から聴かれているだろうか。第2章で触れた政府の

取り組みも、避難行動要支援者の名簿についても、要支援者の声がどこまで

反映しているだろうか。国連のインクルーシブ防災という言葉も、制度の拡
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充や、訓練の充実、そのためのテキストの作成などに力が注がれ、当事者の

声を聴く機会を逸しているのではなかろうか。すなわち、インクルーシブと

いう概念が、「ある自己」へと到達することなく、いわば「できない自己」をい

かに救うかというトップダウンの発想が空回りしている。

4. 新しいインクルーシブ防災に向けて

4.1 防災第3世代～「まちづくりに織り込まれた活動」
　これからの地域コミュニティでは、地域の負担にならず、専門家任せにせ

ず、多様な住民＝当事者が企画し、主体的に参加するような防災活動が開発

されなければならない。ところが、超高齢化、人口減少による地域コミュニティ

の脆弱化、人間関係の希薄化による地域コミュニティの崩壊という現実があ

る。どうすればいいだろうか？

　実は、地域コミュニティが脆弱になったとはいえ、住民は無為に日々を過

ごしているわけではない。また、地域の出来事から完全に乖離しているわけ

でもない。実際には、それぞれの地域コミュニティなりの活動が行われてい

る。例えば、観光、景観、自然環境の保全、高齢者の見守り、交通安全など様々

なまちづくり活動が行われている地域コミュニティがある。あるいは、何も

まちづくりと銘打ったものではないかもしれないが、年に一度の祭の実行委

員会、登下校時の児童に声をかける挨拶運動や、公園で行われるラジオ体操

の会といった集まりも地域コミュニティにはある。このように地域で関心を

ともにする人々の活動を広義のまちづくり活動と考えてみる。確かに、地域

コミュニティは昔ほどには活性化していないだろうし、そこに新たな活動を

加えるというのは無理かもしれない。しかし、現に行われている活動に、た

とえそれが昔ほど活発なものではなくとも、そこに防災・減災を織り込んで

いくことは可能ではなかろうか。すなわち、専門家主導（防災第1世代）や特

定の関心をもつ市民団体主導（防災第2世代）の防災活動という特別な活動を

地域コミュニティに付加するのではなく、既に住民が主体的に取り組んでい

る広義のまちづくり活動に防災をそっと織り込んでみてはどうだろうか。

　まちづくりに織り込まれた防災活動を防災第3世代と呼ぶことにしよう。
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防災第3世代は、防災活動を既に住民が主体的に取り組んでいる活動に織り

込んでいくという点で、防災活動を地域コミュニティに付加していく防災第

1世代や防災第2世代とは本質的に異なる。まず、あくまで住民が主体的に（既

に）取り組んでいる活動に注目している。その結果、住民にとって新たな活動

を付加することにはならず負担感を軽減できよう。次に、その企画段階から

多様な住民が参画する回路を持っている。確かに、現状のまちづくりのすべ

てがそのように展開されているわけではないが、自主防災組織、特定の関心

をもつ市民団体、あるいは、外部からの専門家等がまちづくり活動に携わる

住民にそっと働きかけて、多様な住民が企画段階から参加する場を提案する

素地は残されている。

　防災第3世代は、インクルーシブ防災へと接続している。防災第3世代は、

特定の地域コミュニティにおける既存のまちづくり活動に織り込まれている

ので、あの人はどうか、この施設におられるこの人達はどうかという具合に

個別に考えていく。言い換えれば、高齢者や障害者といった属性・カテゴリー

を予め持ち込んで、トップダウンで包摂するようなことはしない。そうでは

なく、様々な属性を持ちつつ多様な住民も、住民であるというその1点にお

いて、「ある自己」に注目することは自然である。無論、一時的な滞在者や、ホー

ムレスなど住所を持たない人々についても注目することが必要であるのは言

うまでもない。その結果、既に行われているまちづくり活動の中に、いかな

る立場にある人々であっても個別に参加できるような場を設け、多様な人々

がまちづくりについて様々な意見を言えるようになる可能性が秘められてい

る。

　まちづくりの場合、参加したくない人々の存在、参加表明を出しづらい人々

の存在など議論は尽きない。もちろん、まちづくりに参加したくない人々も、

災害時には援助が必要になることが多々ある。そして、それは人々の属性で

はない（例えば、近視の人のメガネが壊れれば、その時点でそれまでになかっ

たニーズが生じる）。結局、理論的には、インクルーシブ防災は、一人一人の

存在そのものを承認し合うということであろうが、実践的には、一人一人の

住民が声を発することのできる場をいかに準備して、いかにその声をじっく

りと聴くことができるかということに尽きる。
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4.2 まちづくりに織り込まれたインクルーシブ防災の展望
　最後に、まちづくりに織り込まれたインクルーシブ防災を推進していくた

めの課題と展望を示しておこう。第2章で紹介したようにインクルーシブ防

災への関心はまだ比較的新しく、研究の蓄積も多くはない（例えば、Stough 

& Kelman 2018）。ここでは、近年アメリカにおいて注目され、2008年にカ

リフォルニア州政府に専従職員を配置する部局（CalOES 2019）が設置され

て以来、特にカリフォルニア州で成果を上げてきているインクルーシブな防

災体制・活動を参照する。この活動を基礎づけているのは、災害時における

Access & Functional Needs（AFN）という概念である。AFNは、人々の属性に

注目するのではなく、特定の災害時の特定の場面において、必要な情報や場

所にアクセスできなくなったとか、平常時なら果たせた機能が遂行できない

人々に注目し、そのアクセスや機能遂行を支援するという考え方である。カ

リフォルニア州では、AFNという概念の導入に伴って、災害時にAFNを持

つことが予想される当事者が平常時の防災会議から参画し、緊急時にも独自

の役割を担うようにすることで、多様な住民の誰もが一人残さず助かる社会

を目指している。事例の詳細はまだあまり知られていないが、本稿で述べて

きたインクルーシブ防災を深めていくために、参照できる概念である。

　例えば、人々を属性ではなく機能で捉えるAFNは、「する自己」を「できな

い自己」と捉えることで、「できる自己」へと支援を展開する考え方に思える。

実際には、障害者など当事者が主体的に参画する防災会議が存在しているか

ら、その背後には、「ある自己」の承認としてのインクルージョンが徹底して

いると考えられる。おそらく歴史的には、障害者運動などによって勝ち取ら

れた考え方であると思われるが、「する自己」から注目していくインクルージョ

ンという考え方を理論的にどう位置づけるかは課題として残るであろう。

　次に、障害学でいわれるインペアメントの普遍化とインペアメントの脱要

件化の議論（西倉 2016）との接続をどのように接続することができるのか。西

倉（2016）は、障害者差別解消法の成立によって導入された合理的配慮を論

じる中で、両概念を対比させている。普遍化は、インペアメントをごく限ら

れた人々の特殊な属性ではなく、誰もが人生のどこかの段階でもちうる普遍
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的な特徴とする概念である。一方、脱要件化は、インペアメントを合理的配

慮獲得のために満たすべき要件としないという概念である。平常時から自力

歩行が困難な身体障害者と、災害によって自力歩行が困難になった高齢者を

例とすれば、防災第3世代のインクルーシブ防災では、両者の存在を認識し、

まちづくりに織り込まれた活動に両者を招くことになる。その際、歩行困難

は誰もが人生のどこかの段階でもちうる普遍的な特徴だから招くのか、それ

とも、身体障害者であること（高齢者であること）を要件としないから招くの

か。AFNは、歩行というアクセス・機能におけるニーズに応えるのだから普

遍化のようである。一方、AFNに基づいて様々な当事者が参画している会議

を見れば、脱要件化が想定されているように思える。AFNという概念を介し

て、インクルーシブ防災という実践を支える理論的基盤の整備をしていくこ

とが課題である。　

　現時点では、AFNの成立した歴史的経緯、理論的斬新性、制度的制約、実

践上の諸問題などについては未だ十分に知られていない。AFNの理解を深め

ていくことは、防災第3世代のインクルーシブ防災が、災害時に多様な住民

の誰一人取り残されない共生を実現するための共創という実践に展望を与え

てくれるものと考えている。
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Abstract
 The present study illustrates a process of collaborative co-creation in communities 
for disaster preparedness, inclusively, with various residents particularly the elderly and 
persons with disabilities who are often excluded from preparedness activities. First, 
we examine the concept of co-creation and define it as a collaborative process among 
community agencies toward conviviality.  Second, the concept is historically divided based 
on typical community preparedness for disaster into the following three generations. 
The first generation is formed by the specialists who teach community residents how 
to prepare for the disasters (e.g., a group of researchers supervise a disaster drill in a 
community). The second generation began following the 1995 Kobe Earthquake initiated 
by non-profit organizations which developed new disaster-related events for communities 
(e.g., participation in a game leads the residents to practice for the next disaster).  These 
generations are still popular in many communities; however, not many residents are 
motivated to participate in the drill or the game because they are additional burdens on the 
community.  The third generation consists of invitations of various people to an existing 
community event such as an autumn festival in which many residents are pleased to take 
part, without any accompanying burden. The residents do no more than conduct the event 
as usual, but every elderly and each person with a disability, for instance, are especially 
invited.  This invitation is an unintentional drill for early evacuation for disasters that may 
impact the community.  The present study presents an example of the third generation and 
its theoretical and practical implications, not only for disaster preparedness in communities, 
but also the concept of co-creation toward conviviality. 

Inclusive Preparedness for Disaster: The 
Third Generation

RESEARCH ARTICLE

Tomohide ATSUMI

Keywords : The First Generation, The Second Generation, The Third Generation,Inclusive 
Preparedness for Disaster
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要旨

キーワード

目次

まちづくりとインクルージョン
「小さな声」による復興まちづくりを通じて

　本稿では2018年の西日本豪雨の被災地である倉敷市真
備町での活動事例を通じて、まちづくりにおけるインクルー
ジョンについて考察した。「小さな声」の当事者たちは自身
の声を届けたいと思っているのではなく「お互いの声」を聴
きあいたいと思い活動している。「お互いの声」を聴きあう
中で障害の有無や被災の有無などの差異を越えたゆるやかな
連帯が被災地に生まれていることが明らかになった。「お互
いの声」を聴き合うには「小さな声」の人が表出できる状態
を確保し、互いの差異を認め合いながら、ゆるやかなつなが
りを育むことが必要である。まちづくりの現場には「お互い
の声」を聴きあう場をつくることが求められている。

石塚 裕子

1. はじめに
2. 活動の経緯
3. 「小さな声」の人による復興まちづ

くり
3.1 主催する：被災者交流会
3.2 声を集める：真備への想い数珠
つなぎプロジェクト
3.3. 対話する：語りべ「七夕会」

4. まちづくりに求められているもの

論文

インクルージョン
復興
まちづくり
障害
小さな声

大阪大学大学院人間科学研究科未来共創センター特任講師；y-ishizuka@hus.osaka-u.ac.jp
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1. はじめに

　まちづくりにおいて、多様な人々の多様な意見や考え、知識や経験が認め

られ、活かされる“インクルージョン”を考える場合、市民参加と福祉のまち

づくりの経緯が出発点となるだろう。

　我が国のまちづくり、いわゆる社会基盤整備において市民参加の必要性が

謳われ始めたのは1970年代からであり、高度経済成長をめざした経済最優

先の社会基盤整備により公害問題などの社会的歪が生じたことが背景にある。

アカウンタビリティやパブリックインボルメントにはじまり、合意形成に関

する研究が盛んにおこなわれた。神戸市街づくり条例（1981）を皮切りに、住

民による組織が自治体に対してまちづくり計画を提案する権利が認められ、

2000年代には都市計画法、景観法などまちづくりの法律においても住民提案

制度が設けられた。そして住民意見をまとめる様々なワークショップの手法

が開発され、参加のはしご（シェリー・アーンスタイン 1969）で言う市民の力

が活かされる参加を目指してきた。

　時を同じくして、障害者解放運動の歴史があり、社会の障壁を可視化する

運動（1970～ 1990年）とバリアフリー化への運動（1991～ 2005年）が展開さ

れ、2000年に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑

化に関する法律（通称：交通バリアフリー法）」の制定まで、障害当事者による

運動が社会基盤のバリアフリー化を牽引してきた。研究面においてもマジョ

リティではなく、マイノリティの視点から社会基盤の課題を洗い出し、シビ

ルミニマムとしての整備基準の見直し、新たな時間価値や生活機能などの概

念を用いたシステム論の構築に取り組み、当事者参加を原則とする参加論や

評価手法が研究された。

　しかし、そのような変化の中で、青い芝の会の横塚晃一（2007: 116）が、ま

ちづくりの転換について以下のように危惧を表している。

　最近「福祉の街づくり」「障害者に住みよい街づくり」等といわれ、車歩

道の段差を一部削ったり、歩道橋のスロープ化などが行政によって行わ

れているが、これらは車椅子に市民権を与える、言い換えれば、生産帯
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に組み込むことのできるポリオ、下肢切断、脊髄損傷などの人達を労働

の場に引き出すことで終わってしまうのではあるまいか。今までのまち

は生産の為のまちであり、横断歩道橋一つとってみても生産性を上げる

ために他のものを犠牲にしてきたといえる。基本的にはこれまでのまち

が生産の為に犠牲にしてきた人間性を取りもどすために、まちそのもの

を作り変えていく、つまり健全者の側が今まで行ってきたことを十分に

反省し、障害者もまじえてまちそのものを作り変えていくという発想で

ない限り真の福祉のまちづくりとはいえないであろう。（下線は、筆者に

よる。）

　この50年の間に「健全者の側が今まで行ってきたことを十分に反省し、障

害者もまじえてまちそのものを作り変えていくという発想」で取り組んできた

だろうか。答えは残念ながら否と言わざるを得ない。市民参加では、さまざ

まな場面でまちづくりワークショップが開催され、まちづくりNPOが数多く

誕生し、個性豊かな多様なまちづくり活動が展開されるようになった。しかし、

市民提案が盛んに行われたり、行政と決定権を共有したり、障害者や外国人

などマイノリティを含む多様な市民がともに活動しているかと言えば、そう

とは言い切れない。そして福祉のまちづくりにおいては、行政計画への障害

当事者の参画が鍵となったが、多くの自治体では、障害者団体の長が検討会

に参加することで「障害者の意見を聞いた」という手続き論として、障害者の

参加をとらえて、実際に障害を持ちながら日々、生活する上で問題点を感じ

ている当事者の参画は十分ではなかった。また、計画時には参加の機会が提

供されたが、事業段階での参加はほとんど実現せず、障害当事者の経験知を

活かした協働にはまだ至っていない（石塚 2019）。

　本来、まちづくりは行政、市民、事業者、NPOなどさまざまな主体間の連携、

協働をはじめ、子ども、高齢者、障害者、外国人などさまざまな属性の市民

の知恵と経験を活かす場でなければならない。このため「当事者の声」を聞く

ことが必要と言われてきた。これまで行政は市民の声を聞いてきたし、多数

派市民はマイノリティである障害者はじめ、最近ではLGBTの人たちの声を

聞こうと活動が始まっている。確かにさまざまな「当事者の声」を聞くことに
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取り組んできたが、マジョリティが何かの目的のために、無自覚なまま単な

る正当化の根拠として「当事者の声」を都合よく利用してきただけではなかっ

たのか（星加 2011: 26）、今一度、考えてみる必要がある。

　本稿では、まちづくりとインクルージョンを考える事例として、岡山県倉

敷市真備町での活動を紹介する。当該地区は2018年7月に発生した西日本豪

雨の被災地のひとつであり、まだ復興の途に就いたばかりである。現地で筆

者が共に活動する中で聴いた「当事者の声」に丁寧に向きあっていきたい。

2. 活動の経緯

　筆者は、倉敷市真備町に現在、月に2、3回のペースで通っている。2018年

7月22日に災害ボランティアセンターでの電話受付から活動をスタートさせ

た。真備町では、被災建物の8割以上が全壊認定されるなど、津波の被災地

を想起させるような甚大な被害状況の中で、災害ボランティアセンターは混

乱を極めていた。東日本大震災や熊本地震等で障害者等の被害や困難につい

て見聞きし、阪神・淡路大震災から現在までの災害時の障害について検証す

る中で、災害の分野では当事者参加が進まず、ほとんど改善できていない現

実に大きな課題を感じていた（石塚 2019）。

　真備町においても同じことが繰り返されているのではないかと現場で危機

感を持った。熊本地震の被災地では、地元の障害当事者、団体が中心となっ

て全国から支援を受けながら、被災地障害者センターを立ち上げ、ボーダー

ラインにいる障害者への支援など、きめ細やかな支援が行われ、これまで支

援が届いていなかった人への支援の必要性が明らかになっていた。真備町で

も復旧から復興過程において長期的に障害者など声の届きにくい人たちを支

援する体制をつくる必要があるのではないかと考え、地元で中心となって取

り組めるような人物はいないかと、倉敷市の知人に相談をもちかけた。そし

て出会ったのが、NPO法人岡山マインド「こころ」代表の多田伸志さんとその

仲間たちである。

　NPO法人岡山マインド「こころ」は、心の病を抱えた当事者・家族が安心し

て生活できる支援体制と、やさしい地域づくりを目的に2002年3月に設立さ
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れた障害当事者が中心となったNPO法人である。当該法人は、当事者による

自助、就労活動の場づくりと、精神障害への理解、啓発、交流活動を柱に活

動してきた。グループホームは独立した大規模な建物ではなく、普通の民家

や一般のアパートの一室を借りたり、地域の溝掃除、公民館脇の花壇の花植え、

地元の祭りへの出店など地域との交流活動を重ねながら、精神障害者が地域

に共に暮らし、地域の一員となり、担い手となることをめざして活動してきた。

　そのよう中で、西日本豪雨が起こった。西日本豪雨災害は全国で死者224名、

行方不明者8名と甚大な被害をもたらした（2018.11.06現在、気象庁）。真備

町では、7月6日22時20分に町内を東西に流れる小田川が計画水位を超過し、

同日23時頃から、小田川と支流の高馬川、末政川、真谷川の堤防など合計13

か所で損壊、決壊したことにより、可住地の大部分（面積約1200ha）が浸水す

る大惨事となった。真備町で亡くなった51人の内、45人（約88％）が65歳以

上であり、75歳以上が31人（約61％）を占めている。65歳以下の死亡者6名の

内、2名（親子）は知的障害者・児であった。助かった障害者等は一人で避難し

た者は誰一人いない中で、「今どうしているのか」と想像できる関係性を複数

のセクター（家族、近隣、民生委員など）と持つ必要性や、避難を躊躇させな

い安心できる避難先の確保が必要であることを確認した（石塚 2019）。

　そして岡山マインド「こころ」の作業所やグループホームも被災した。当該

法人の心の病を抱えた仲間たち（以下、仲間たちと示す）は、精神科病院への

緊急避難を経て8月1日には地域に戻り生活を再開し、自分達を受け入れて

くれた地域が元通り戻れるよう、被災者の交流事業など復興に向けた活動を

2018年8月25日からはじめた。

　以下に、岡山マインド「こころ」の多田さんとその仲間たちと筆者が共に行っ

てきた活動を紹介する。災害の被災者であり、精神障害者という「当事者」が、

被災した地域でどのような活動を展開し、まちの復興に向けてどのような想

いを持っているのか、その一端を見ることを通じて、まちづくりにおけるイ

ンクルージョンとは何かを考察する。
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3. 「小さな声」の人による復興まちづくり

3.1 主催する：被災者交流会
　仲間20人の住まいは、8人が全壊、4人が一部損壊となり、事業所も1か所

は全壊、もう1か所は一部損壊の被害を受けた。仲間たちは逃げ遅れも生じ

たが全員の無事が確認できた。しかし一般避難所には、避難できないと判断

し町内に立地する精神科病院へ緊急避難を余儀なくされた。仲間たちにとっ

ては通いなれた病院ではあったが、地域での暮らしに早く戻りたいと考え、

居住環境が十分には整っていない中、2018年8月1日付で多くの仲間が地域

に戻った。しかし、真備町では全壊家屋が8割を占め、被災者の8割は、町外

のみなし仮設住宅でバラバラに避難生活を送っており、町は昼間でも人はま

ばらで、夜は明かりが灯らず暗闇となった。

　当該法人の企画・運営会議である作業所当事者会（毎週火曜日に開催）が

2018年8月14日に開かれ、多田さんの発案で災害前に毎年、地元のまちづく

り推進協議会や真備地区関係機関事業所等連絡会（以下、真備連絡会と示す）

と一緒に開催していた「地ビールと音楽の夕べ」を8月25日に開催することを

方針決定した。

　開催当日は200名を超える人々が集まり、災害後の苦労を語り合う姿が、

あちらこちらで見られ盛会に終えた。そしてこの交流事業は毎月第三土曜日

に開催されることとなり、12月からは「まちコン」と改名された。仲間たちは、

子どもの遊びコーナーを担当し、当該法人が製造するビール、ハンドドリッ

プで煎れたコーヒーの販売などを行った。10月には7月には実施できなかっ

た七夕の短冊に復興の願いを書くコーナーを設置し、住民の声を聴く場を仲

間たちが設けた。その担当をしていた仲間の一人が「これまで〇〇さんとは挨

拶はしていたけれど、しっかり話したことはなかった。〇〇さんが話しかけ

てくれて嬉しかった（2018.10.14）」と語った。

　毎回、テントや机、椅子などの設営を仲間たちが中心になって行っていたが、

そのことに参加者の多くは気づいていない。しかし、終了時に声をかけ合い、

一緒に片づけをする被災者たちの姿は、ともに真備の復興をめざし、共に生

きようと支え合っているように見えた。そして「まちコン」は1年の節目とな
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る2019年7月20日でいったん休止を検討したが、地域住民から継続を望む声

が届いた。

3.2 声を集める：真備への想い数珠つなぎプロジェクト
　真備町では、約8割が町外のみなし仮設住宅で避難生活をおくっている。

このため、コミュニティ活動を再開することが難しく、ある地区では自治会

を解散したところもある。

　そのような中で、筆者は仲間たちとの協働活動として「真備への想い数珠つ

なぎプロジェクト」を提案した。本プロジェクトは、被災者の声を聴き書きし、

復興への想いや避難生活の様子、みんなが戻ってくることを待っている住民

の声を集めて広く共有することで、バラバラに暮らす被災者を元気づけよう

写真１ 交流会での短冊コーナーの様子

写真３ 交流会の様子

写真２ 仲間がつくった短冊
コーナーの看板
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というものである。数珠つなぎという名の通り、インタビュイーから次の人

を紹介してもらい、リレー形式で行っている。

　このプロジェクトは、前述の作業所当事者会で提案し、一定の賛同を得る

ことができた。そして仲間の一人、矢吹顕孝さんと一緒に2018年11月から

開始し、2019年7月現在で20人もの住民に聴き書きを行ってきた。スタート

は、矢吹さんが近所づきあいをされている高齢のお父さんからはじめて、仕

事を励みに頑張っている仲良しご婦人達、商工会青年部の人たち、防災士と

して避難所運営に関わった方、まちづくり推進協議会の会長さんたち、学校

の先生方、まちづくり協議会活動を熱心にされているお父さん、子育て世代

のママさんなど、多彩な人々につながっていっている。

　本プロジェクトは、当初の目的どおり、真備町民の想いを共有するツール

になっていることに加えて、いくつか副次的な効果がでてきている。ひとつは、

仲間たちが復興のために取り組んでいることを広く、福祉関係以外の人に伝

える機会となっていることである。インタビューでは、矢吹さんが、必ず自

分たちが取り組んでいる「まちコン（被災者交流会）」の話をし、障害がある人

もない人も一緒に活動していることを伝えている。「インタビューをして『真

備に帰ってきてほしい』、『真備に帰りたい』という声を聞いていく中で、障害

があろうが、高齢であろうが、子どもであっても、自分たちの力でまちを復

興できると思えるようなってきて、まちづくりへの希望が自分を支えてくれ

ているように思う」と矢吹さんはある講演会で語った（2019.01.25）。

　当事者がインタビュイーではなく、インタビュアーとなって多様な人の話

を聴くことは、本人の見識を広げるだけでなく、当事者性を持って話を聴く

ことによるインタビュイーへの効果もある。あるご婦人は「卵焼きを作るとき、

卵を流し込む作業で水害を思い出す」と不安を吐露し、「こんなこと話すと変

な人と思われるので、話さなかったの」と語り、「話を聴いてくれてありがとう。

気持ちが落ち着きました」と矢吹さんにお礼を言った（2019.03.30）。

3.3 対話する：語りべ「七夕会」
　災害から1年が過ぎ、復興事業が進みはじめ、災害公営住宅の建設、防災

公園の整備など、具体的なプロジェクトが動きだし、行政から復興事業への
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市民参加の働きかけが活発になり、各地区では次への災害の備えなど地域活

動も盛んになってきた。すると、そこには障害者など小さな声の人の存在感

はなく、置いてけぼりになるような予感を感じさせた。ある日、同じく真備

で被災した車いすユーザーのAさんから「私たち障害者の存在が忘れられてい

る」という声を聞いたことをきっかけに、被災した障害当事者による語りべグ

ループをつくり、安心して暮らせるまちづくりを共に考えたいという想いを

伝えるための準備を始めた。

　仲間たちは、長年、精神障害への理解を促す講演に取り組んできた経験が

あるが、被災経験や復興への想いを語ることには躊躇した。「避難所に行かず

に済んで、あまり大変な思いをしていない」とか「ボランティアのみなさんが

暑い中泥かきをしてくれていたのに、僕は手伝うことができなかった」、「み

んなが復興にむけて頑張ろうとしている中で、自分はしんどくて何もできな

い」など、被災の程度やその後の自分たちの行動に後ろめたさを感じているよ

うな発言が多かった。

　その中で唯一、前述の聴き書きをしている矢吹さんがやってみますと申し

出てくれ、車いすユーザーのAさんと矢吹さんの2名で活動をスタートさせ、

会の名前は「七夕会」となった。はじめはお互いの被災経験を共有することか

らはじめ、何を伝えたいのかを考えた。そして岡山マインド「こころ」が立地

する箭田地区のまちづくり協議会の防災研修会で話す機会を得ることができ

た（2019年12月20日）。

　矢吹さんは25歳の時に統合失調症とうつ病を患ったことから話しはじめ、

災害当日は、眠剤を飲んで眠ってしまっていたので浸水が始まっていたこと

に気が付かなかったと被災経験を語った。その後、病院に避難したけれど「早

くまちに帰りたい」と思ったこと、被災後にまちの人から声をかけてもらって

嬉しかったことなどを話した。そして「僕たちは、泥かきをしていないことを

気にしている」と伝え、まちの復興に向けて何かしたいと想う気持ちと体調と

のバランスがとれないもどかしさについて仲間たちを代表して語った。最後

に「精神障害を隠さず、安心してカミングアウトできるこの町の人たちに感謝

している」と締めくくった。この会は講演会ではなく、災害と障害を考える対

話の場と名付けて、参加者との対話を試みた。第一声に「実は私は被災してい
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なくて。娘の家は全壊だったが、私の家は無事だった。なので、このような

会にでることを躊躇していた」と福祉ボランティアをしている女性が話した。

また、「災害当時を思い出して心が震えた。私の友人も今も怖さから立ち直れ

ていない」と涙ながらに話す人も。協議会役員の人は「マインドのみなさんが

いてくれることが、我が協議会の目標である『あったかまちづくり』を体現し

ている」と感想をのべた。矢吹さんの語りからはじまった対話が、被災者、非

被災者、障害者、非障害者など関係なく、お互いの声を聞きあい、励まし合

うような温かな雰囲気をつくっていた。

4. まちづくりに求められているもの

　前節では、真備町という被災地における「小さな声」の人による復興への取

り組みとして、主催する、声を集める、対話するという3つの活動を紹介した。

いずれもマイノリティといわれる障害当事者が行うマジョリティである住民、

地域への働きかけであった。これらの活動が可能となった要因は、岡山マイ

ンド「こころ」の仲間たちが、十数年かけて地域に根差した活動を続けてきた

からこそである。代表の多田さんは「僕たちには関係性の貯金があります。失

敗を重ねながらも土着をめざして暮らしてきました」と言う。

　そして、その活動を共にしてきてわかったことは、仲間たちは「お互いの

声」を聞きたいと思っていること、「お互いの声」を聞きあうことがきっかけで、

支援者－非支援者、被災者－非被災者、障害者－非障害者といった固定した

関係を越えて、お互いに尊重しあう新たな関係が生まれる予感がすることで

ある。これは近年、精神医療の分野で注目されているオープンダイアローグ

という実践システムに通ずる。オープンダイアローグでは、対話によって「消

し去られる感情」ではなく、対話によって「生み出される感情」に光を当て、「当

事者だけの感情」ではなく「専門家にも共有される感情」を重要視し、「感情の

共同化」という方法をとる（野口 2018: 147-155）。仲間たちは、さまざまな活

動を通じて、地域の人々との対話が可能となり、お互いの声を聴きあい尊重

しあうポジティブな感情を共有する機会となり、感情の共同化による新たな

関係を創っていっているといえる。
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　これまでマジョリティがマイノリティを排除せずにインクルージョンする

ためには、「当事者の声」を聞くことが大切であるとされ、実践においても、

研究においても「当事者の声」を聞くことが熱心に行われてきた。しかし、そ

こには聞く側の目的があり、その目的への期待を織り込んで発せられる「当事

者の声」は、その場に働く力の産物でしかなかったといえる（星加 2012: 26）。

しかし、3つの活動を通じて発せられた仲間たちの声は、地域で「お互いの声」

を聴きあう中で発せられた「当事者の声」である。まちづくりの現場でこのよ

うな「お互いの声」を聴き、そこから生まれる「当事者の声」を聴く場が、どれ

ほどあるだろうか。特にマイノリティとされる障害者や外国人、子どもなど

に配慮したまちづくりを考えようとするとき、それらはまちづくりにおける

客体であっても主体として参画することは少なく、マイノリティの意見を聞

くことはあるが、「お互いの声」を聴きあう場面は少なかったのではなかったか。

　まちづくりにおけるインクルージョンでは、「お互いの声」を聴きあう場

を創ることが大きなヒントとなるようだ。では「お互いの声」を聴きあうには、

どうすればよいのか考えていきたい。図１に示すのは、綾谷（2010: 72-95）が

当事者として、少数派が他者とのつながりを築くのにどのように取り組んで

きたのかを参考に模式図 1にしたものである。

　当事者研究を研究する熊谷（2017）は、「少数派同士の分かち合いの場が奪

われているという社会的排除の問題を、個人の問題にすり替えている」といい、

健常者向けにデザインされた言語のために、少数派の意思が抑制され排除さ

れているという（エクスクルーシブな社会）。 少数であっても同じカテゴリー

に所属する者同士が、苦労を分かち合うための言語を獲得し、それぞれが表

出できる状態をつながりの第二世代と呼ぶ。岡山マインドの仲間たちは、真

備という町に土着し、仲間と共に暮らし、苦労を分かち合うための言語を獲

得し、精神障害であるということを隠さずに表出できていたからこそ、大き

な災害が起こり被災し、復興というめまぐるしくまちが変化する中でも、自

らが主体となって「お互いの声」を聴きあう場をつくることができた。そして、

被災者と非被災者、障害者と健常者などのカテゴリーが流動化しはじめてい

る（つながりの第三世代）。一方、語りべ「七夕会」のメンバーである車いすユー

ザーのAさんは、七夕会の活動を始めるまでは孤軍奮闘し、地域から排除さ
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図 1　人と人のつながりとインクルージョン

つながりの第一世代
（エクスクルーシブな社会） マジョリティ（と思っている）

グループ

マイノリティ（排除）

マイノリティ（顕在化）

マジョリティ（と思っている）
グループ

マイノリティの連帯

カテゴリが流動する

カテゴリが流動し、さらに
カテゴリ間でゆるやかな連
帯が生まれる

つながりの第二世代

つながりの第三世代

つながりの第四世代
（インクルーシブな社会）

特集2  インクルージョンと共生



未来共創  第 7 号（2020） 95

れていると感じていた。しかし、仲間たちとの対話の場に加わり、同じ被災

したもの同士、障害は異なるが、障害者というカテゴリーで排除された経験

をもつ者同士でゆるやかにつながることができ、一緒に活動を始めた。カテ

ゴリーが違いを認めた上でなお、つながることが可能な状況であるつながり

の第四世代へと歩み始めている。そしてこれは、障害の経験や運動から得ら

れた知見が障害種別を越えて相互に有益であるというクロスディスアビリ

ティの考え方に基づく当事者主体のまちづくりへの萌芽でもあると考える。

　インクルージョンとは、マジョリティがマイノリティを包含するようなイ

メージを抱きやすいが、そうではなく、複数のカテゴリーが連帯し相互に浸

透することといえる。そして、そこで大切なのは、このカテゴリーが「絶えず

線が引きなおされるダイナミックな差異化のプロセスとして、暫定的に捉え

ること（綾谷・熊谷 2010: 101）」にある。

　まちづくりとは「地域における、市民による、自律的継続的な、環境改善運

動（小林 2011: 9）」であり、地域の様々なカテゴリーの人々が相互に関心をも

ち、時間を共にし、「お互いの声」を聴きあう機会となりえるはずだ。特に災

害時は、すべての被災者が“障害”を受ける可能性があり、災害時の“障害”に

は流動性（多様性）と共感性を持つという特徴があり（石塚 2019: 3）、図1でい

うカテゴリーの境界が曖昧になりやすい。障害者や被災者は、さまざまな“障

害”を経験した者だからこそ、差異を理解することができ、ことばなき言葉を

聴きとることができるのではないだろうか。そして、“障害”を経験した者の声、

声なき「お互いの声」を聴きあい、マジョリティもマイノリティもカテゴリー

が変化する動態の中でゆるやかな連帯を育む必要があるだろう。

　それぞれのカテゴリーに相応しいやり方や、相応しい時間、相応しい場所

を確保し、そして相互に関心もつ方法、時間、場所を準備し「お互いの声」を

聴きあい、常に関係性が変化していくような動態的な場をつくることがまち

づくりに求められている。
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1 第一世代と第二世代は引用文献を参考にリライトし、第三世代、第四世代は筆者が作成した。

参照文献
綾屋紗月・熊谷晋一郎

2010 「つながりの作法　同じでもなく違うでもなく」、NHK出版

石塚裕子
2019 「災害と障害 -インクルーシブな防災を実現するための視座」、『福祉のまちづくり研

究vol.21,No.3』：1-12

石塚裕子・東俊裕
2019 「進行型災害における障害者の避難行動の実態と課題－倉敷市真備町を事例に－」

『日本福祉のまちづくり学会第22回全国大会発表概要集』（CD-ROM）

石塚裕子・三星昭宏・新田保次
2019 「バリアフリー計画学の到達点と課題」、『土木学会第60回土木計画学研究発表会概

要集』（CD-ROM）

岡山マインド「こころ」
ホームページhttp://mindkokoro.web.fc2.com/index.html（最終閲覧　2019.08.04）

熊谷晋一郎
2017 「当事者研究がめざす言葉・知識・価値のバリアフリー」、『日本福祉のまちづくり学

会セミナー「障害者の理解」配布資料』

小林郁雄
2011 「『都市計画とは』『まちづくりとは』何か？」、『都市計画とまちづくりがわかる本』

8-14、彰国社

野口裕二
2018 「ナラティヴと共同性」、青土社

特集2  インクルージョンと共生



未来共創  第 7 号（2020） 97

星加良司
2012 「当事者をめぐる揺らぎ－「当事者主権」を再考する」、『支援Vol.2』、「支援」編集

委員会、生活書院 :10-28

横塚晃一　
2007 「ある障害者運動の目指すもの」、『母よ殺すな』94-118、生活書院

特集2  インクルージョンと共生



石塚｜まちづくりとインクルージョン 98

Abstract
 In this paper I consider community renovation and inclusion through a case study 
of Mabi-town, Kurashiki city, which was affected by a flood disaster in 2018.
 People with "weak voices" do not only want to present their own voices but want to 
listen to each other's voices. While listening to each other's voices, despite their differences, 
a sense of solidarity can be formed in a disaster area irrespective of whether they are people 
with disabilities or not, or disaster victims or not, etc.
 I think that in order to listen to each other's voices, it is necessary to establish a safe 
place where people with "weak voices" can feel secure and build a sense of solidarity while 
recognizing each other's differences. It is important to create opportunities in disaster areas 
wherein people can listen to each other's diverse voices to effectively bring about community 
renovation.

Community Renovation and Inclusion : A case study 
of the revival of a disaster-stricken community through 
the interaction of “weak voices”

RESEARCH ARTICLE

Yuko ISHIZUKA

Keywords : inclusion, revival of disaster, community renovation, disability, weak 
voice
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超高齢社会における孤食と共食
ソーシャル・インクルージョンの観点から

　本稿では、高齢者のソーシャル・インクルージョン（社会
的包摂）について、食と健康のコホート研究から、特に孤食
と共食を中心として論じる。高齢期の孤食は、心理的健康度
の低さや摂取食品の多様性の乏しさに関連することが明らか
になり、孤食であることは高齢者の健康上のリスク要因の一
つであると考えられる。しかしながら、高齢者の独居が避け
られない日本社会において、共に食べる場を家庭内にとどめ
るには限界があり、また、通所介護（デイサービス）などの
制度でも包摂されない実態も浮かび上がってきた。2018年
の介護報酬改定を受けて、要支援高齢者（要支援1、2の認
定者）がデイサービスを利用できないという状況が起こって
いる。高齢者を支援するための社会保障制度は、そのサービ
スを通じて高齢者に居場所を与える目的もあるが、一方で、
地域社会から切り離してしまうという危険性も孕んでいる。
そこで本稿では、家族、制度に依存しない、地域における草
の根的な共食の事例を紹介し、食を通じた高齢者のソーシャ
ル・インクルージョンの可能性について考察する。
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はじめに

　ソーシャル・インクルージョン（social inclusion、社会的包摂）は、EU諸国

において1970年代から政策の理念として用いられるようになった。当初は、

特に経済的に取り残された人々を社会に取り込むことを目指す用語とされ、

社会保障がその政策の柱であった。その後、社会全般に多様な意味合いをもっ

て使われる語となった。社会福祉の分野においては、障害者、高齢者らが社

会的に排除されるのではなく社会参加を通じて包摂されるべきであるという

観点から、ソーシャル・インクルージョンの理念が掲げられてきた。

　日本社会において、高齢期になると「社会参加」の機会は著しく減少する傾

向にある。その要因は、定年をむかえ退職して組織から離れるということや、

加齢に伴う心身の機能低下による活動や外出頻度の減少、配偶者や友人の死

別などによる家族・友人関係の変化など、多様な背景が関与している。「社会

参加」については、先行研究で様々な定義がみられるが、具体的には、仕事（収

入を伴う）やボランティア活動、趣味、学習・教養活動、スポーツ活動などが

挙げられ、「家庭外での対人活動であり、社会と接触する活動」ととらえてお

くことができる（金ら 2008）。社会参加が多くみられる市町村では高齢者のう

つ傾向の割合が低いことが、日本の39市町村を対象とした日本老年学的評価

研究（Japan Gerontological Evaluation Study: JAGES）の大規模コホート調査か

ら報告されている（近藤 2019）。

　近年、一人で食事をとる「孤食」が問題視されている。孤食の傾向は、独居

高齢者の増加によってさらに加速するとみられ、その背景として子世代の就

業形態や都市移住、女性の寿命の延伸（配偶者との死別）などがあげられる。

日常生活への支援や介護が必要になった独居高齢者を支える仕組みの一つと

して、介護保険制度下の介護サービスがあげられる。これは上述のソーシャル・

インクルージョンの視点からは、社会保障制度によって包摂する仕組みとみ

なすことができるだろう。しかしながら、筆者らの調査によると、要介護認

定を受けている高齢者にも高頻度に孤食がみられ、その制度にもいわば「落と

し穴」がひそんでいるという複雑な状況が垣間みえた。すなわち、制度によっ

てある一定の人々が包摂される一方で、あるカテゴリ（本稿では、軽度の要支
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援認定者）の集団においてはむしろ孤立が高まるという状況が浮かび上がって

きたのである。これは、2018年4月の介護報酬の改定以降、顕著になってき

たものとみられる。そこで本稿では、その実情を明らかにするとともに、そ

れを補う可能性のある草の根的な包摂の活動として「地域での共食」について

まとめ、食を通じた高齢者のソーシャル・インクルージョンについて考察する。

1. 高齢者の孤食

1.1 共食と孤食研究の背景
　食事の場を誰かと共にするということは、人間特有の行動であるといわれ

ている。石毛直道は食文化の視点から、「人間とは共食をする動物である」と

表現している（石毛 2005）。そもそもヒトが共食をするようになった起源と

して「火による調理」と「分業化（火の番）」があり、共同体で食べることがヒト

のコミュニケーションにも影響を与えた可能性が示唆されている（ランガム 

2010）。また、祭事や行事で共同飲食する文化は世界各地でみられるが、この

しきたりは人びとが集住したときから始まり、共同体の結束を強めるはたら

きをもっていたと考えられている。日本のまつりにおいても、豊穣への祈り

や収穫を祝賀する際などには人びとが共に食べ、神饌をいただく「神人共食」

の文化が根付いている（神崎 2005）。人類の歴史からみると、文化としての共

食は長い年月をかけて生活の中で定着した慣習であるといえる。

　現代社会において、食事を一人でとる「孤食」1が問題視されるようになっ

てきた。日本における孤食研究は、高度経済成長期以降の核家族の拡大の背

景から「子供の孤食」を中心として、栄養学や行動学分野において展開されて

きた。1999年に行われた小学生対象の食生活調査では、一人だけで朝食や夕

食をとっている実態が報告され、偏食やコミュニケーションの不足という観

点からの問題提起がなされた（足立 2000）。孤食の子どもでは偏食や早食いな

どの食生活パターンの影響で肥満との関連が示されている（Hammons & Fiese 

2011）。その後、独居高齢者数の増加を背景に、高齢者の孤食についても関心

が高まった。高齢者の孤食研究の報告の多くは、「子供の孤食と肥満」とは正

反対の「低栄養状態」との関連を指摘するものとなっている。
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1.2 日本社会における高齢者の状況
　総人口に占める65歳以上の高齢者の比率（高齢化率）は上がり続けている。

高齢化率が7％を超えてからその倍の14％に達するまでの所要年数（倍加年

数）で比べると、アメリカ72年、イギリス46年、ドイツ40年に対して、日

本は1970年に7％を超えると、その24年後の1994年には14％に達しており、

欧米に比べて急速な高齢化をむかえた（内閣府 2019）。以降、「超高齢社会」と

呼ばれる時代に突入し、2018年10月1日時点の高齢化率は男女合計で28.1％、

女性に限定すると31.0％にまで達している。

　このような背景のなかで、特に注目すべきは、75歳以上の人口割合の急激

な増加である。1960年は1.7％に過ぎなかったが、一貫して増え続けて2015

年には12.7％にまで達した。特に、75歳以上の女性は2015年に15.1％まで

比率が高まっており、2018年時点の平均寿命は女性で87歳、男性で81歳と、

6歳の差が生じていることから、女性の独居数の増加は顕著である。1980年に

図 1. 65 歳以上の一人暮らしの者の動向
資料：内閣府『平成 30 年版高齢社会白書』
注：「一人暮らし」とは、上記の調査・推計における「単独世帯」又は「一般世帯（1 人）」 のことを指す。
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は男性約19万人、女性約69万人、高齢者人口に占める割合は男性4.3％、女

性11.2％であったが、2015年には男性約192万人（13.3％）、女性約400万人

（21.1％）となり、2040年には男性約356万人（20.8％）、女性約540万人（24.5％）

まで増えると予想されている（図１）。

　以上のことから、独居高齢者の増加は避けられない現状にあり、それに伴っ

て高齢者の孤食も増加すると考えられる。2006 年社会生活基本調査を用いた

分析では、独居高齢者で孤食している者の割合は昼食と夕食それぞれ80％台

と高頻度であったことが報告されている（金子・花田 2016）。

1.3 高齢者の孤食と健康度との関連
　筆者らは2009年より、地域高齢者の疫学調査 2において、孤食に関する調

査を実施してきた。その結果として、高齢期の心身の健康は、食からの栄養

素の摂取とともに「誰とどのように食べるか」という食習慣が重要な視点であ

るということを報告している。高齢化の進む山間地域のある町では、65歳以

上の高齢者856人を対象にした調査において、約33%が孤食（1週間の半分

以上の食事を一人で食べる状況）であり、家族と同居している高齢者でも約

20％が一人で食事をしているという事実が判明した。孤食の高齢者は、弧食

でない高齢者に比べて食品摂取の多様性に乏しく、低栄養（やせ）の頻度が高

く、心理的健康度（QOL）が低く、うつ傾向の頻度が高いことが明らかになっ

た（Kimura et al. 2012）。食品摂取の多様性は、高齢期の日常生活機能（Activities 

of Daily Livings、以下ADL）にも関連することがわかっており（Kimura et al. 

2009）、心理的健康度だけでなく身体的な活動度にもつながる重要な指標の

一つである。

　さらに、健康長寿研究（通称：SONIC研究）3のコホートで対象としている4

地域（関西：兵庫県伊丹市・朝来市、関東：東京都板橋区・西多摩地区）におい

ても、筆者らは孤食の調査を実施している。SONIC研究の対象である75～

77歳のデータを分析すると、各調査地域における孤食の割合（%）は、板橋区（関

東・都市部）：42.0 （N=212）、西多摩地区（関東・農村部）：25.9（N=143）、伊

丹市（関西・都市部）：29.1（N=173）、朝来市（関西・農村部）：19.0（N=147）となっ

ており、関東・関西ともに、都市部において農村部よりも孤食頻度が高いと
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いう特徴が明らかになった

（図2）。

　家族と同居していながら

孤食である高齢者の割合

（%）も、板橋区：20.1、伊

丹市：16.2と、関東・関西

ともに都市部で高かった。

家族形態を分析すると「配

偶者との同居」よりも「子と

の同居」のケースでは孤食

の割合が2倍高いという特

徴がみられた。さらに、孤食と共食の2群に分けて心理的健康度を分析すると、

孤食の高齢者では、共食の高齢者に比べて心理的健康度（主観的Well-being尺

度）4が統計学的有意に低いことが明らかになった。また、孤食の高齢者では、

共食の高齢者に比べて、オッズ比2.7倍で食欲不振のリスクがあることも判

明した。

　同様に、孤食と社会的活動に関する分析も行った。その結果、孤食の高齢

者ではより社会的活動度（Social ADL）5が低いということが明らかになった。

孤食とソーシャル・ネットワーク（有する人的ネットワークの量）について統

計学的有意な関連はみられなかった一方で、ソーシャル・サポート尺度 6につ

いては孤食群で共食群より有意に低いことが判明した。ネットワークの量で

はなく、サポートの有無（いざというときに助けてくれる人がいるかどうか）

が、孤食／共食の実態と関連していたと考察される。その他の先行研究にお

いても、男性高齢者の孤食が死亡率と関連することが報告されるなど（Tani  

et al. 2018）、孤食が高齢期の健康度に悪影響をもたらすことが多方面から検

証されている。

　以上の結果から、孤食と心理的健康度との関連だけでなく、孤食の高齢者

では社会的活動度の低さやソーシャル・サポートの低さが明らかになり、家

族以外との「共食の場」が孤食解消の鍵であり、心身の健康を保つ一因となる

可能性が示唆された。

図 2. 地域別にみた独居と孤食の割合
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3. 制度の谷間でおこる孤立―要支援高齢者の孤食

2.1 介護保険認定者の食生活の実態　
　要介護認定者は、社会保障の仕組みのなかで何らかの介護サービスを受け

る対象であると本来的には考えられる。そのため、要介護認定者の「食」につ

いてはある程度のサポートがみられ、地域で自立して暮らしている高齢者よ

りも孤食の状況が少ないのではないかということが予想される。筆者らは、

2017年6月から、高知県四万十市および黒潮町における在宅の介護保険認定

者の食生活の実態を調査した。対象は、要支援1から要介護3（要介護度の7

段階のうち、軽度なものから要支援1、2、要介護１から5まで心身の状態に

あわせて認定される）の介護サービスを受けている地域在住高齢者とし、家庭

訪問によるアンケート調査と身体測定などの検査に協力を得られた315名（平

均84歳、男性98名、女性217名）を分析対象とした。

　その結果、筆者らの予想

に反して多くの要介護認定

者が日常的に孤食（週の半

分以上の食事を一人で食べ

る）であることが明らかに

なった。介護度別にこの割

合をみたのが、図3である。

介護度の低い要支援高齢者

では特に孤食が多く、対象

者の70％以上が日常的に

は一人で食事をとっている

ということがわかった。

　さらに、要支援高齢者で日常的に孤食であった人に注目して、1週間の孤

食の頻度を調査した。このうち、週5、6日は3食すべてを一人で食べると答

えた対象者のほとんどが通所介護（デイサービスなど）利用者であった。デイ

図 3. 介護度別にみた孤食の割合（％）
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サービスでは、通常昼食が提供されている。つまり、週に1、2回は共食して

いる要支援高齢者の場合、デイケアが唯一の共食の場となっているという実

態が浮かび上がってきた。

　しかしながら、こうした状況がさらに悪化する事態が起こり始めている。

筆者らの調査後の2018年4月に介護報酬が改定され、「要支援1、2」の対象者

への通所介護が、国の介護保険制度から移行し、市町村の事業 7となった。こ

れは、従来よりも介護報酬を低く抑えるための改定であり、実質的には、要

支援者へのデイサービス利用の打ち切りという事態が起こっている 8。自治体

によってはデイサービス事業への支出を控えるため、「要支援」高齢者の通所

型サービスを住民主体の高齢者サロン（百歳体操などの健康サロン）に切り替

えるなどの方策をとるようになった。自治体の財政事情により、報酬が移行

前よりも安くなるため、業者のデイサービス事業から撤退が相次いだことも

一因となり、「要支援」の高齢者がデイサービスを使えないという状況が起こ

り始めている。

2.2 通所介護における共食
　通所介護（デイサービス等）は、体操教室などの健康サロンとは異なり、昼

食と入浴が提供されるという点も、家族や高齢者本人にとって大きな意義を

持つものである。デイサービスでの食事が「共食」といえるか、という点にお

いては、様々な意見が聞かれるであろう。しかし少なくとも、高齢者が一人

で食事を準備し、一人で食べる「孤食」の状況下に比べると、多様な食品を摂

取しやすい環境であり、低栄養の予防にも配慮された食事が提供されている

と考えられる。デイサービスにおいて、少なくとも週1、2回は家から出てき

て共に食べるということは、栄養摂取の側面においては重要な役割を果たし

ていたといえる。しかしながら、介護報酬改定によって、要支援認定を受け

た高齢者はデイサービスに通いにくくなっている。

　一方で、「要介護」の認定を受けた高齢者がデイサービスへ通うという状況

は続くため、「要支援」高齢者が町のなかに取り残されるという実態も垣間

見えてきた。多くの要介護高齢者は送迎車に乗って集落の外のデイサービス
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に出かけるため、近所に住む高齢者同士が庭先で井戸端会議をする光景がみ

られなくなっているという点を、地域のソーシャルワーカーは指摘している。

高齢化が進む地区や農村の集落では、この状況はさらに深刻である。ある高

齢女性は、｢近所の友達は、みなデイにいくので（昼間は）だ～れもおらん｣と

話していた。

　高齢者を支援するための社会制度は、そのサービスを通じて高齢者を集団

のなかに包摂する場面もあり、一方で、地域社会から切り離してしまうとい

う危険性も孕んでいるといえるだろう。

3. 地域での「共食」―農村部と都市部における事例から

3.1. 地域における共食機会の変化
　先述のように、高齢者の独居が避けられない人口構造を迎える社会におい

て、共に食べる場を家庭内にとどめるには限界があり、また、デイサービス

などの社会制度でも包摂されない「要支援」高齢者の実態も浮かび上がった。

このような状況下において、社会参加の機会が減少しがちな高齢者にとって、

地域での共食を通じたつながりの維持がますます重要になってくるのではな

いか。

　かつては集落でおこなわれる行事や祭事をつうじた「地域での共食」は頻繁

にみられていた。先述のように、古くは神事や祭事における共食の機会がみ

られ、これが共同体のつながりを強める機能をはたしていた。また、筆者ら

が調査を実施した高知県では昔から、皆で酒を飲む機会をつくるために、こ

とあるごとに宴会をして人々が集っていたという話をよく聞いた。この宴会

は「おきゃく」と呼ばれている（彼末 2017）。お盆や正月、秋の神社の大祭だけ

でなく、冠婚葬祭、子の誕生、新築祝いなど、昔は集落単位で頻繁になにか

しらの行事があり、そのたびに「おきゃく」が行われていた。誰を呼ぶでも呼

ばれるでもなく自然と皆が集まる、という機会が月に1度くらいはあったと

いう。かつては運動会も、春と秋に行われる地域の行事の一つで、各々が「竹

の子寿司」などを持ち寄って一緒に食べる機会として位置づけられていた。小

学校の校庭の隅には土俵があり、集落ごとに対戦する相撲大会もみられ、勝
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てばご馳走を用意して翌日まで食べたり飲んだりして大変に盛り上がったそ

うだ。

　農村地域は現在、少子高齢化・過疎化が急速に進んでおり、地域の行事の

減少が明らかにみられる。地域の行事や祭事が、共同体内のいわば孤食解消

のセーフティネットとなっていた部分は大きい。高齢者の孤立への見守りや

社会参加（社会的役割）のための現代的な場の創出が望まれる。以下では、そ

のような共食の場の事例を2つ紹介し、その実情や意義、また課題について

検討したい。

3.2. 事例１）介護予防の場における共食
　高知県土佐町に、住民ボランティアによって運営される「とんからりんの

家」がある。2006年に始まった介護予防事業とともに社会福祉協議会の支援

のもとで開設され、ADLの維持などの介護予防成果が報告されている（福富 

2015）。地域に暮らす高齢者が自由に参加でき、主な活動として午前中は介

護予防体操（てくてく体操）、午後は体を動かすゲームや歌などのレクリエー

ションがあり、その間に昼食、おやつの時間が用意されている。これらの活

動はすべてボランティアのスタッフによって、週4日間運営されている。

図 4. とんからりんの家での活動の様子。
ボランティアのスタッフが食事の準備をしている。
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　筆者らが2019年11月に訪問した際の1日の様子を紹介する。朝10時頃から、

23人（男性4人、女性19人）がとんからりんの家に集まり、お茶を飲みながら

おしゃべりをして「旅の夜風」などの懐かしの歌謡曲や民謡を皆で歌ってから、

介護予防運動をするホール（同施設内）へ移動した。この日、介護予防運動の

時間には、土佐町小学校の3年生20人との交流プログラムが予定されていた。

最初に小学生から歌や演奏、ダンスの披露があり、その後、高齢者と小学生

が一緒に風船を使ったゲームをしたり、てくてく体操やリズム運動を一緒に

行ったりと、会場には元気な笑い声が響いた。その後、数名は午前の運動後

に帰宅し、午後まで参加する高齢者とボランティアスタッフらの総勢27人が

昼食を共にした。昼食は、調理担当の3名のボランティアスタッフらが用意

し、ほとんどの食材（コメ、野菜など）は寄付とおすそ分けで成り立っている。

この日のメニューは、ほうれん草のおひたし、かぼちゃやにんじんなどのか

き揚げ、大根の漬物、鶏肉・しいたけ・玉ねぎの和え物、柿が色とりどり弁当

に盛り付けられ、味噌汁とご飯がついていた。午後には障害者作業所「どんぐ

り」でつくられたパンの販売があるほか、おやつの時間も設定されている。参

加している高齢者は独居の方が多く、共に食べる昼食の時間を「一番の楽しみ」

と表現した人もいた。「いつも一人でつくっているので、ここに来ると上げ膳

据え膳というのもうれしい」「メニューがとても参考になり、自宅でも試みよ

うと思う」という声からも、とんからりんの家での共食が日常の食生活の積極

性にも影響を与えていることがわかる。

　この日は小学生との交流が見られたが、他にも県内外の大学生が訪ねて来

たり、地域の行事に皆で参加したりと、多世代交流によって高齢者が刺激を

受ける場となっている。また、運営スタッフらは60歳代～ 70歳代の高齢者

が中心となっており、ここでのボランティア活動を生きがいとして取り組ん

でいる。

3.3. 事例2）住民個人の活動からおこった共食の場
　共食会にも様々な形式があり、社会福祉協議会やNPO団体などによる運

営事例が各地でみられるが、意欲を持った住民個人によるインフォーマルな

取り組みもある。事例として、京都市N区にある手芸サロンへ参加していた
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Yさんが、地域の独居高齢者のために始めた「共食会」を紹介したい。Yさん

は自分が80歳になったことを契機に、自分でも何か人の役に立つことをした

いと考えるようになり、人が集う場を作りたいとの想いから、自分の特技の

料理を生かして共食会を開くことを考えついた。2018年から月に1回のペー

スで共食会を開催し、近隣在住の独居高齢者20人ほどのなかから、Yさんが

5～ 6人に声をかけて実施している。食事の準備はほぼすべてYさんがこなし、

参加者からはカンパとして寄付金を募って、一定の金額が集まると障害者施

設へ寄付をしている。

　筆者らが、2019年10月のある日に開催された共食会にうかがうと、Yさん

宅から徒歩圏内に住んでいる6人の高齢女性が集まっていた。そこには、準

備などのサポート役として元看護師の70歳代女性も自主的に加わっていた。

参加者はみな80歳代で独居であり、日常的には孤食状態にある。この日のメ

ニューは、手作りの海鮮ちらし寿司、吸い物、枝豆、漬物、果物（カキとブド

ウ）、梅酒に加えて、参加者が持ち寄った手づくりのお菓子やお土産の生八ツ

橋といったように、たくさんの食べ物が用意された。

　共食の場における会話の内容は実に多様で、にぎやかなおしゃべりが止ま

ることなく続いた。昔話では戦時中の話があがり、授業で薙刀を習ったこと

や竹槍を持って敵と戦う訓練をしたこと、食糧難で着物を米や野菜と交換し

たこと、疎開先の丹波や丹後地方での生活など、それぞれの経験を比較しな

がら話していた。その経験のおかげで、辛抱強くなったり、足腰が丈夫になっ

たりして、今も近距離は徒歩で移動できるという話になり、過去の経験と現

在の話題が交差した。数年前に夫が亡くなったという女性が、精神的な落ち

込みから立ち直った経験を話すと、他の女性らも口々に、亡くなった配偶者

への感謝を語った。一方で、夫の死後も自分一人で生活できることを誇らし

い口調で話す様子もみられ、なるべく長く自立した生活を送りたいという点

で共感をもち、互いに励ましあう内容の会話が続いた。

　このような意欲のある個人が運営している共食の場は、気の合う人同士が

集まっておしゃべりすることが目的で、食事はこの目的のためのツールとし

て位置づけられているともいえる。この事例では、配偶者の喪失や戦時中の

経験の共通性から共感できる部分が多いために、もともと親しかったわけで
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はない参加者らの間にも長時間のおしゃべりが成立している。また、共食会

をきっかけとして、参加者それぞれが食べ物を持ち寄ったり食材をおすそ分

けしたりという、他者へのケアの行動がうまれている。Yさんの共食会は小

さな関係性をベースとした場ではあるが、「食」を通じて人と関わりを持つこ

とのできる貴重なコミュニティをつくりあげている。独居高齢者が、家の外

で「共に食べるコミュニティ」に属するという点で、草の根レベルの大切な役

割を担っていると考えられる。

4. 食を通じたソーシャル・インクルージョンの可能性

　超高齢社会の日本において、家族食を超えた「地域での共食」が、結果とし

て高齢者が社会とつながりを持ち続けることにつながるのではないだろうか。

まず、とんからりんの家の事例からは、介護予防の目的を超えた「集いの場」

をつくりあげるという点で、昼食の提供が与える影響は大きい。これは、高

齢者が自由に参加する積極的な共食の場であることに加え、料理ボランティ

アの運営スタッフや、障害者作業所の存在などの主体的なかかわり合いの広

がりからも見てとれる。さらには、この活動のためにコメや野菜などの農作

物を寄付する地域の人々にも支えられる場であり、地域のなかに認知され、

包括される場として存在している。この活動の効果として、参加者のADLの

維持・向上が報告されているが（福富 2015）、実際には参加している高齢者だ

けでなく、ボランティアで運営に関わるスタッフの健康向上・介護予防につ

ながっているように思われる。2つ目の事例としてあげた個人が運営する共食

会においても、企画をする中心人物に加え、準備を手伝う人、手づくりのお

菓子や料理を持ち寄る人など、積極的に参加する高齢者があらわれているこ

とも注目すべき点である。

　先行研究では、ボランティア活動への参加と高齢者の包括的健康指標（ADL

や主観的健康感、心理的健康度）の関連が報告されている（岡本 2012; Choi 

2003）。高齢期の社会参加には、「場をつくる」ことに加え、「積極的な参加」

をいかに促すかということが鍵になるであろう。しかしながら、高齢者の健

康度や生活自立度は多様であり、ボランティア活動や趣味のサークルなどへ
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の参加は、ハードルが高いという場合もある。「食」というツールは、比較的

に誰もが関わりやすい媒体であり、料理をつくるという行動だけでなく、共

に食べることをめぐる様々な行為―食を持ち寄る、お茶を注ぐ、食器を並べる、

感想を言い合う、などの多様なケアのかたち―によって、そこで食べる誰も

が積極的な参加をしやすい場となっている。高齢者は、社会や制度のもとで

は「支援を受ける側」として位置づけられがちであるが、共食の場はそのよう

な支援／非支援者の境界を超える共生空間であるといえるのではないか。

　一方で、いくつかの課題もあげられる。まず、本稿で紹介した事例からも

わかるように、共食の場においては圧倒的に男性の参加者の数が少ない。背

景の一つとして、女性と男性の平均寿命の差と女性高齢者の独居者数を先に

述べたが、このような人口構成上の理由だけではなく、多くの介護予防事業

において男性高齢者の参加率の低さが指摘されている。Yさんの共食会の事

例のように、女性同士の集まりは特に役割を持たずとも多様な会話を中心に

成立していた。一方で、男性同士が集う場には、何らかの役割が与えられる

環境をつくるなどの工夫が必要であると考える。また、筆者らのフィールド

調査においても、高齢男性が一人で食べることを望む声を聞くこともあり、

共食を好まないケースもみられる。一方で、先述のように男性の孤食でより

死亡率が高いことや、高齢男性の孤食では女性に比べてより高いオッズ比で

うつ傾向がみられること（共食と比べて2.7倍）も報告されており（Tani et al. 

2015）、なんからの働きかけが必要であると考える。また、地域での共食会な

どの活動では、その継続性も大きな課題となる。本稿であげた事例では、運

営に関わる中心的人物やボランティアスタッフたちの多くが70歳をこえる高

齢者であった。地域の共食の場が多世代によって支えあう仕組みであること

は、運営上の継続性という点だけでなく、食文化の伝承という点でも意義深

いものといえるだろう。多世代が関わる仕組みづくりとしては、近年拡大し

ている地域おこし事業 9を契機とした地域の行事（ご当地グルメなどの食関連

イベントも含む）や、小中学校における「食育」の取組みの活用が鍵になるの

ではないだろうか。
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注

1 一人で食べることには、「孤食」のほかに、「個食」とも表現される状況もある。「個食」は主

として、おのおのが個別に異なる食事をとることをさし、惣菜や加工品、外食などにより

食が簡易に準備できるようになったことが背景としてあげられる。本研究では、健康との

関連において研究の蓄積がなされている「孤食」を用いる。

2 本研究で述べる「地域高齢者」とは、入院入所していない、地域に暮らす高齢者のことであ

り、臨床での研究との区別のためこのように称する。

3 健康長寿研究（通称SONIC: Septuagenarian, Octogenarian, Nonagenarian Investigation with 
Centenarian）は、100歳長寿者研究とともに70歳代、80歳代、90歳代の集団の健康状態
を縦断的に調査する疫学調査である。大阪大学大学院人間科学研究科の権藤恭之教授を代

表として、東京都健康長寿医療センターなどの複数の組織から構成され、分野横断的な研

究調査が実施されている。

4 主観的幸福度についてはWHO-Five Well-being Indexの日本語版（Awata, et al.）を用いて評
価した。
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5 社会的活動度は、高次ADL（日常生活の自立度）をはかる指標：Tokyo Metropolitan 
Institute of Gerontology Index of Competence，TMIG-IC（Koyano et al. 1991）を用いて「友
達の家を訪ねる」「家族や友達の相談にのる」「病人を見舞う」「若い人に話しかける」の4項目
について評価した。

6 ソーシャル・サポート尺度は、「日常の手助けをしてくれる人」「困りごとに耳を傾けてくれ

る人」などの6項目のサポートの有無を問う指標（岩佐ら 2007）を用いた。

7 市町村が2015年4月から2017年4月にかけて準備を始めた軽度者向け介護サービスである。
高齢者のサロン（百歳体操などの運動教室）などの通所型サービスを、集落の公民館などを

利用して住民主体で行うものとする。

8 市町村によっては、総合事業という形で市町村が負担する形で要支援者への通所型サービ

スを継続しているという実態もみられる。

9 国の主導により2009年度から「地域おこし協力隊」の制度が開始され、過疎化がすすむ農
村地域などの自治体において、都市部からの若者の受け入れが広がった。地域の特色を生

かしたイベントやご当地食の開発など様々な取組みが進められ、祭の復興などの事例もみ

られる。
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Abstract
 This paper will discuss social inclusion and how it relates to the elderly based 
on dietary and health cohort studies, with a particular emphasis on solitary and group 
meal-taking. Solitary meals eaten by seniors have been found to be associated with poor 
psychological well-being and a lack of variety in diet, and taking meals alone is thought to be 
one of several health risk factors among the elderly. However, in Japanese society, in which 
elderly people often cannot avoid living alone, the places where such people can stay to eat 
meals with others are limited, and the fact that some designated Seniors Requiring Long-
Term Care/Support that are not covered by social support systems—such as day nursing 
services—can become further isolated has emerged as a concern. The social systems in place 
to support the elderly serve to provide seniors with places to stay, but also carry the danger 
of disconnecting them from their communities. As such, this paper will introduce cases of 
grassroots efforts to support group meal-taking in the community that are not dependent 
on family or institutions, as well as consider the possibility of social inclusion of the elderly 
through food.

Solitary and Group Meals in a Super-aging 
Society : A Study of Social Inclusion

RESEARCH ARTICLE

Yumi KIMURA, Mitsuhiro NOSE, Kozo MATSUBAYASHI

Keywords : elderly care, eating alone, communal eating, social inclusion
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知的障害者にとっての居場所と
地域コミュニティ
フィリピン農村部のある事例から

　本稿では、人的・制度的・物理的な社会資源が限られてい
るフィリピン農村部にある支援施設バビタハウスを利用する
成人知的障害者の多彩な活動を述べる。特に、メンバー同士
や地域住民、支援者との交流からソーシャル・インクルージョ
ンを考察していく。
　当施設の主な理念は、①当事者の居場所作り、②当事者は
共同運営者、③地域コミュニティの架け橋である。30歳代
の5名の知的障害者が頻繁に利用している。主な活動は調理、
洗濯、掃除、学習課題、農業や家畜の世話、地域のスポーツ
大会、物品販売活動、地域住民を招いたイベント開催と多岐
にわたる。
　フィールドワークの結果として、①メンバーにとって、共
通の仲間と、共通の時間を、共通の場所で安心して活動に取
り組める施設であった、②施設内において、支援者が過度の
介入を行わず、メンバー同士が互いに支えあいながら活動を
展開していた、③メンバーや地域住民との関わりの中で、メ
ンバーは新たなアイデアを持ち、地域コミュニティのなかで
活動を展開していたということが分かった。また、「障害は
人間関係の希薄さによって顕在化する」とバビタハウスの支
援者は述べている。これらを踏まえて、ソーシャル・インク
ルージョンを考えるうえで、当事者が地域コミュニティの受
動的な構成員に留まらず、自発的な構成員へと移り変わって
いくことが肝要である。
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1. はじめに

1.1. サービスの受け手としての障害当事者
　筆者はリハビリの専門職である作業療法士として、リハビリテーションセ

ンター、訪問リハビリ、放課後等デイサービスなどで、10年以上に渡って国

内外の障害者支援に携わってきた。医療福祉の現場では、障害者のことを「ケー

ス」という表現を用いることがしばしばあり、「支援者」と「ケース」という二

項対立関係になることがある。つまり、そこには治療介入する者とサービス

を受ける利用者と言う決定的な線引きがなされ、サービスが提供される。 

　向谷地（2006）は医療福祉の現場について、「“囲学＝囲い込みの医学”、“管”

護＝管理の看護、“服”祉＝服従の福祉」があり、過剰なケアや過剰な援助の

常態化により当事者の力を無視し生きる力を奪ってきたと述べている。同様

に、松井（1977）は、福祉職がケースに対して機械的に振る舞い、支配し、管

理すべき対象として介入することの危険性を指摘しており、当事者の独自性

を無視した関わりを危惧する論調で福祉哲学の観点から考察している。つま

り、医療や福祉の枠組みのなかで、「利用者・サービス利用者＝保護すべき弱

い障害者」とラベル化し、知識や技術を持っている支援者が主体となり、障害

者がサービスの受身の存在となっていた。

　こういった背景に対して、田中（2004）はさらに議論を進め、利用者を師と

し学ぶことで、人間とは何か、生きるとは何かを捉え直す機会になることを

提唱している。そして近年、支援者と利用者の対立関係ではなく、対等な関

係を築くように見直しされている。しかし、実際の現場では、依然として主

体的な支援者により、障害者は受身となり、彼らの強みを引き出すことが難

しい時がある。結果的に、障害者の活動は医療福祉の枠組みから出ることが

難しく、限られた社会参加となっていると言わざるを得ない。

　近年、障害当事者の社会参加の捉え方として、ソーシャル・インクルージョ

ンの概念が注目されている。元来、ソーシャル・インクルージョンは政策用

語として用いられていたが、社会の在り方を指すことが多く、我が国におい

て議論が盛んになっている。とくに、浜村（2014）は地域福祉の分野では、差

異や多様性を認め合う住民相互の連帯、心の繫がりとそのためのシステムが
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不可欠であり、障害者などの社会的弱者を排除するのではなく、地域社会へ

の参加を促し社会に統合する『共に生きる社会づくり（ソーシャル・インクルー

ジョン）』という視点が重要であると整理している。

　一方で、社会資源などあらゆる面で先進国と異なる開発途上国で暮らす障

害者の実践的な事例報告は限られている。特に、被援助者という枠組みにと

らわれずに、他の当事者や地域住民との関わりに着目した開発途上国におけ

る固有事例の集積は、新たな知見として重要である。そこで、本稿ではフィ

リピン、ボホール州農村部にある支援施設での筆者のフィールド調査で得た

知見の中から、成人知的障害者の役割、および他の当事者や地域住民との交

流について着目し、地域社会へのソーシャル・インクルージョンの可能性に

ついて考察する。

1.2. フィリピンの知的障害者を取り巻く現状
　開発途上国に居住している障害者はどのような状況に置かれているのだろ

うか。WHO（2011）によると、世界人口の約15%にあたる約10億人が障

害者であり、その約8割が開発途上国に住んでいると推計されている。開発

途上国に居住する障害者の置かれている状況は極めて厳しい。JICAの報告

（2015）では、障害者が医療福祉サービスを受けることが困難な理由として、

医療福祉従事者の不足、周辺の人々の否定的な態度、政策の不備、不十分な

財政、交通手段の欠如、支援機器の不足といった劣悪な制度的・人的・物理的

環境のため、障害者は医療福祉サービスを受けることが難しいと述べられて

いる。とくに、農村部ではこういった環境が顕著である。このような問題を

有している開発途上国において、医療福祉従事者の限られた活動に着目する

のではなく、当事者活動やNPO活動といった実践の現場から生まれた問題解

決方法に着目する必要がある。

　開発途上国に位置付けられているフィリピンには、約144万人の障害者

（2010）がいて、全障害者の約７％は知的障害者（2000）であると国勢調査で記

されている。フィリピンは開発途上国の中では、障害者法制度は早い時期か

ら整備が進んだと言われていて、2009年までに障害者に関する法律は26法

と非常に多い。しかし、森（2010）は障害者関連法が多く整備されているから
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といって、フィリピンで障害者の社会参加が進んでいるとは言い難いと指摘

している。その理由として、障害者統計の不十分さや医療福祉の財源が充分

に確保されていないこと、障害者に関する法律の認知度の低さ、障害児教育

の包括的法律が存在しないこと、中央政府の障害者雇用率の低さなど挙げて

いる。筆者が障害者政策で最も有名な政策である「障害者のマグナカルタ」に

ついてフィリピンの医療福祉従事者に尋ねた際、「法律は寝ている（the law is 

sleeping）」と揶揄する場面が多々あった。

　これらのことから、フィリピンの障害者の社会参加の場は極めて限られて

いる。とくに、身体障害者と比較して、知的障害者は認知機能やコミュニケー

ション面に障害を呈しやすく、周囲から理解されがたいこともある。そして、

特別支援学校を卒業した知的障害者は就労に就くことは困難なことが多い。

結果的に、成人期の知的障害者は自宅を中心とした狭い生活範囲となり、活

動の場が限られ対人交流の機会が激減することが多い。

2. フィリピンの知的障害者の調査

2.1. 研究対象施設の紹介
　対象施設は、フィリピン中部のボホール州ダウィス市タバロン地域にある

NPO法人ボホール－日本知的障害者協会が運営するバビタハウス（以下、ハ

ウス）である。同地域は、人口は7,031人（2015）で、農業や漁業といった一次

産業が中心であり、市街地までバスで20分程度かかる。

　設立のきっかけは、NPOの代表者である元 JICA海外協力隊の杉山明子氏

が2012年～ 2015年に同州にある特別支援学校で活動したことにある。同州

の障害児は比較的教育を受ける機会があり、成人の視聴覚障害などの身体障

害者は企業や支援団体がすでに介入していた。一方で、知的障害者は、自宅

で生活することが多い現状があり、これを問題視した杉山氏が知的障害者の

活動の場を提供するために2016年に同施設を開いた。

　ハウスの主たる理念は、「当事者の居場所になる、当事者と共同運営する、

地域コミュニティの架け橋になる」である。同国において、身体障害者を中心

とした施設は多くあるものの、成人の知的障害者に焦点を当てた施設は非常
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に珍しい。メンバーはいつでもハウスに出入りすることができ、また、地域

住民との交流が積極的に行われている。 

　ハウスは杉山氏の自宅を兼ねており、地域住民との心理的障壁を作らない

ために、生活インフラも農村部の一般家庭と同等にしていて、施設には塀は

なくガスもなく断水は頻繁に起こる。登録している7名の知的障害者は自宅

から通ってくることもあればハウスに宿泊することもある。施設の主な活動

内容は、調理、洗濯、掃除、農業、工作、動物の世話、学習課題、誕生日

会、屋外活動、地域の清掃活動、衣類や文具などの物品販売活動、スポーツ

大会への参加、訪問客の対応など多岐にわたる。日々の活動は午前に学習課

題、午後に工作と概ね決まっているものの、当事者のやりたいことや当事者

同士の掛け合い、支援者との冗談の中で決まることの方が多い。例えば、調

理のための薪割や鶏小屋の修繕や野菜の収穫、訪問客を連れての海水浴など、

その時に活動が決まる。こうした活動を通して、生活動作の向上や余暇活動

の開発、対人交流技能の向上などを目的としている。なお、利用するためには、

5ペソ（10円）を支払うかメンバーが無理なく入手できる薪や果物などの物品

を寄付する、もしくは施設内の手伝いに励むことになっている。

2.2. 対象者と方法
　研究対象者は、施設に宿泊した経験があり、2年以上の利用歴があり、直

近6か月継続的に活動に参加した知的障害を有する当事者5名とした。登録者

全7名中2名は、体調不良や用事が頻繁に続いたため、除外した。なお、性別、

年齢は問わないこととした。

　方法として、対象者の寝食を含む全ての活動を共にする参加型参与観察を

用いた。その理由として、活動の解釈や意味づけをできるだけ自然な形で観

察するためである。また、筆者がメンバーと共に活動に参加することによって、

過度の注意を引いてしまわないように、適宜、支援者と相談し、配慮した。また、

情報を補完するために、対象者のみならず、家族、地域住民、支援者、特別

支援学校の教員といった関係者へ聞き取り調査を行った。対象者の基本情報

として、性別、年齢、知的障害の程度、合併症、日常生活動作（ADL）、基本

的な移動手段、利用状況を支援者から聴取した。
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　調査期間は2018年3月、8月、2019年3月、8月で計4回のフィールドワー

クを実施した。データ分析方法はフィールドノートおよび聞き取り調査で得

られた内容を構造的に整理し、当事者の活動の広がりや役割の変容、他の当

事者および地域住民といった対人交流について調べ、インクルージョンの視

点から考察を行った。なお、本研究の倫理審査は大阪大学人間科学研究科の

倫理審査委員会の承認（承認番号OUKS1814）を得て実施した。

3. 事例紹介

3.1. 対象者の基本情報
　対象者の基本情報を以下に記す。本稿で取り上げる対象者は、男性4名と

女性1名であり、全員が30歳以上であった。知的障害以外にも、重複障害を

呈している者もおり、移動手段に援助が必要な者もいた。ハウスを利用する

頻度や時間帯は異なっており、当事者が好きな時間帯に来所することもあっ

た（表1）。

表 1. 対象者の基本情報

No. 氏名
性
別

年
齢障害程度 合併症 ADL バス 自転車 利用状況

1 J 男 32 極軽度 なし 自立 可能 可能 毎日、宿泊

2 M 女 30 重度 肢体不自由 
言語障害

食事監視 
屋外歩行介助 困難 困難 週 2 回来所

3 A 男 35 軽度～
中等度

右目弱視 
左目失明 自立 可能 可能

毎日、来所 
イベント時
のみ宿泊

4 C 男 34 軽度～
中等度 なし 自立 可能 可能 毎日、宿泊

5 R 男 35 極軽度 言語障害 
巧緻動作低下 食事監視 可能 三輪自

転車

ほぼ毎日、
来所 
イベント時
のみ宿泊
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3.2. メンバー発進で行う活動
　対象者の5名の特徴は、リーダー格の J氏、メンバーが大好きなM氏、工

作が好きなA氏、誰にでも優しいC氏、イタズラ好きなR氏であった。来所

の動機について、物作りが好きだから来る、何か楽しい活動ができるから来る、

他のメンバーや支援者に会うために来るといった発言がメンバーや家族から

あった。

　メンバー 5名と支援者1名で、日々の遭遇したことや出来事を思いつくま

まに会話し、冗談交じりでの会話が続く。支援者が支配的に話題を誘導し、

問題解決の近道を提示することはあまりない。また、地域住民との交流機会

も頻繁にある。例えば、ハウスの設立イベントのために特別支援学校からマ

イクとスピーカーセットを借りてくると、メンバーのみで近隣宅に行き、一

緒にカラオケを始め、お酒を飲んで深夜まで宴会をして楽しむこともあった。

また、支援者が不在の時は、メンバーのみでハウスの留守番をすることも頻

繁にあり、共同運営者として奮闘もしている。本稿では特徴的であった3名

の事例について、詳細を述べる。

3.3. 事例1）当事者と地域住民の橋渡しをするリーダー格の当事者J氏
　J氏は極軽度の知的障害を呈しており、複雑かつ抽象的な会話になると困惑

する様子を見せる。しかし、J氏は人当たりが良く朗らかな性格を持っており、

常にメンバーに冗談を言うなどハウスの中心的な存在である。平日には J氏

は特別支援学校の売店で仕事をしたあとハウスで寝泊まりし、週末にはハウ

スでメンバーと過ごす。

　ハウス内では、工作や調理などの活動を率先して行うことが多く、他の当

事者もつられて行動を始めることが多い。人に指示を与えるような指導者の

ような存在ではなく、縁の下の力持ちとなってハウスを盛り上げる。例えば、

市街地から乗合バスに乗る際には、他のメンバーが座りやすい場所を J氏が

確保し、最後に狭い座席に座ることもあった。また、施設の壁を修繕すると

きには、支援者に状況を伝え、他のメンバーと協力して修繕することもあった。

他のメンバーから慕われており、J氏が泊まっていたため、C氏とR氏が夜9

時に来所することもあり、3名は談笑を始め、メンバーらは早朝6時に自宅へ

No. 氏名
性
別

年
齢障害程度 合併症 ADL バス 自転車 利用状況

1 J 男 32 極軽度 なし 自立 可能 可能 毎日、宿泊

2 M 女 30 重度 肢体不自由 
言語障害

食事監視 
屋外歩行介助 困難 困難 週 2 回来所

3 A 男 35 軽度～
中等度

右目弱視 
左目失明 自立 可能 可能

毎日、来所 
イベント時
のみ宿泊

4 C 男 34 軽度～
中等度 なし 自立 可能 可能 毎日、宿泊

5 R 男 35 極軽度 言語障害 
巧緻動作低下 食事監視 可能 三輪自

転車

ほぼ毎日、
来所 
イベント時
のみ宿泊
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帰っていくこともあった。

　地域活動において、クリスマス会や設立イベントを行うときは、J氏が筆頭

になりメンバーで地域住民や特別支援学校の先生たちを招待する。また、J氏

は司会を積極的に行い、メンバーや地域住民を巻き込みながらゲームやダン

スを披露する。J氏は身体能力が高く、アジアの陸上大会でメダリストにもなっ

ている。そのため、地域でバスケットやバレーを行う際には、地域の選手やコー

チが J氏に選手として声をかけてくることも多い。そして、2018年、地域の

バスケット大会では、健常者に交じり J氏が活躍し、見事3位になった。その後、

祝勝会に参加するときには、J氏の親友であるC氏も呼び、ビーチで地域の青

年たちとお酒を飲んだ（写真1）。地域住民の反応も極めて良好であり、地域

住民にハウスについて尋ねると、必ず J氏の話題になる。J氏の誕生日の際には、

地域の婦人たちがケーキを用意し、

ハウスにお祝いに来た。母親を亡

くしている J氏に向かって、「この

地域には、たくさんのお母さんが

いるね」と婦人たちが笑顔で祝言

を述べ、J氏も満面の笑みになった。

　ハウスに来所する目的を筆者が

J氏に尋ねると、支援者やハウス

を守るためと答える。農村部と言

う僻地に住む支援者を支えるべき存

在として、J氏は認識しており、J氏の父親も了承しているとのことであった。

そのため、J氏が来所できないときは、他の男性メンバーに「今日は来られな

いから、任せておく」と申し送りをする。今後、J氏は魚を釣ってメンバーや

支援者と一緒に食べることや、地域のバスケット、清掃活動、クリスマス会

を通して、さらにメンバーや地域住民と共に楽しみたいと笑顔で答えてくれた。

3.4. 事例2）ある時は支えられ、ある時は支える当事者M氏
　M氏は重度の知的障害と肢体不自由および言語障害を呈しているため、動

作が緩慢であり、移動に時間を要する。施設へ一人で来ることができず、往

写真 1. バスケット大会後の宴会
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路は母親と、復路は妹と移動す

る。自宅から片道2時間と遠方に

あるため、週に2度のみ通ってい

る。M氏が到着すると、机上の学

習課題に取り掛かるが、分からな

い箇所が出てきたときにはC氏や

R氏といった他のメンバーに教え

てもらうことが多い。M氏はトラ

ンプなどのカードゲームといった

知的要素を含む遊びはスムーズに

行えず、J氏やA氏にこっそりと教えてもらい、ゲームに参加する。悪路を通っ

て海水浴に行く際には、M氏はスムーズに歩くことができないため、J氏を

はじめ他のメンバーが漕ぐ三輪自転車に乗り移動をする（写真2）。また、地

域の祭りがあった際には、M氏も一緒に招待された。その経緯として、まず

近隣に住む婦人が施設の販売活動やイベントの参加を通して支援者や J氏ら

と親しくなり、その後にM氏を知った。現在では、地域の祭りがあるときに

は、M氏は地域住民から名前を呼んでもらい、食事を招待され、歩行のサポー

トもしてもらうことも多い。

　では、M氏は支えられるだけの存在なのだろうか。メンバーが調理してい

る際には、M氏が食事前にテーブルを拭くといった活動を行っている。また、

物品販売活動では、言語障害のため積極的に店番をする頻度は少ないが、衣

類を畳んだり、数を数えたり、品物を並べたり、釣銭の管理を行ったりと可

能な範囲で活動に参加する。このように、M氏はメンバーの活動がスムーズ

にいくように、M氏なりにメンバーを支えていると言える。また、自宅でもテー

ブルを拭き、洗濯物を畳むといった家事動作を行えつつあり、家族の手助け

を行うなどの行動の変容もあった。 

　しかし、2019年に父が脳卒中になり、母が父とM氏の介護を行うようにな

り、母の負担が増大した。結果、M氏は公共交通機関を一人で利用できない

ために、来所頻度が激減した。M氏は母親の前で何度も泣き、さらに支援者

やメンバーに電話し続け、ハウスに行けないことを残念がった。そこで、M

写真 2. メンバーの助けで三輪自転車に
乗る M 氏
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氏と母親と支援者が話し合い、母親の負担軽減とM氏の来所希望を実現する

ために、週に一度宿泊することになった。現在、M氏は施設内通貨（バビタ

ハウス券）を貯め、母にアクセサリーやバッグを購入し、母を笑顔で支えるこ

ともある。

3.5. 事例3）新しい役割を見つけた当事者A氏
　軽度から中等度の知的障害を呈しているA氏は、ハウスへ来所する以前は

自宅を中心とした狭い生活圏内で家事を日課に行っていた。手先が器用で仕

事に興味があるA氏はハウスに来るようになってからは、物作りをはじめ生

産的な活動や施設の設備維持活動、物品販売活動を好んで行い、バビタハウ

ス券を貯めることに励んでいる。

　例えば、物作りでは、ミニチュア細工の図面を何度も厚紙に描き、型紙を

作成した。その結果、J氏やA氏のみが行えていた活動は重度の知的障害を呈

しているM氏も参加できるようになった。また、施設の手伝いも積極的に行う。

例えば、施設の飲み水がなくなった際には、5ガロンのボトルを4本、三輪自

転車に括り付け、約10分離れた商店に買いにいく。A氏は親友のC氏と施設

のパンクした自転車を見つけ出しては、2人で協業して簡単に修繕も行う。こ

ういった活動を通して、A氏はバビタハウス券を貯めて、自分への報酬とし

て工作の本を買い、嬉しそうに眺める。

　しかし、2017年にA氏は1年間の出入り禁止になったことがある。J氏の誕

生日で大勢の地域住民がハウスに来ているとき、ハウスの三輪自転車の使用

をめぐって、A氏はR氏と口論になった。元来、A氏は頑固な性格であり譲らず、

両者の話し合いが激化し、J氏がなだめるもA氏は怒りを抑えることができず、

ハウスの空き室へ鍵をかけ一晩閉じこもった。参加していた地域住民も戸惑

いが生じ、A氏の言動は社会で容認できる範疇を超えたと支援者が判断した。

結果、A氏は1年間の施設出入り禁止となった。この間、A氏は何度も来所し

てメンバーと共に活動することを希望したが、反省する期間として支援者に

諭された。その後、A氏と家族と支援者が話し合い、ルールを遵守すること

を条件に復帰になった。筆者がA氏にこの件について尋ねると、「もう反省し

た、他のメンバーとも仲良くやれる、新しいメンバーが来ても大丈夫」と苦笑
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いしながら、当時のことを振り返

る。

　2019年に入ると、A氏の活動の

範囲はさらに拡大していった。ハ

ウスの一角を地域の子ども向け

に遊び場として開放しており、A

氏は子供たちと遊びながら面倒

を毎日見ている。また、2019年

3月、筆者がA氏に取り組みたい

活動を尋ねた際、A氏は路上で衣

類の販売を一人でしたいと希望した。A氏はハウス内で販売活動を行えるも

のの、計算が苦手なため一人では行えていなかった（写真3）。2019年7月か

ら、A氏が自ら地域住民に向けて、路地で商売を始めている。そのプロセス

として、支援者とA氏が計算表を作成し、合計額や釣銭の計算が簡易化され

た。施設から約200m離れた路地まで売れそうな約50着の服をA氏は持って

いく。お釣り等で困ったことがあると、いつでもハウスに戻れるようになっ

ている。地域住民も協力的であり、A氏が一人で行っている路上販売の様子

を適宜、支援者に伝えてくれている。売り上げ差額はA氏の小遣いになるため、

今後はA氏自身で売れそうな服の選定や額面設定も行っていく予定である。

4. バビタハウスという小さな拠り所の価値

4.1. いつでも集まれる居場所
　メンバーにとって、ハウスとはどのような位置づけなのだろうか。ハウス

にはメンバーと支援者がいて、自宅とは異なり多彩な活動が行える。さらに、

メンバーは好きな時にハウスに来ても良いという点が挙げられる。こういっ

た土壌の中で、メンバーは他者からの強制や要求をされることなく、支援者

を助けたい、メンバーに会いに来た、面白そうな活動があるからという気持

ちで来所してくる。こういった場所を、オルデンバーグ（2013）が提唱するサー

ドプレイスとしてとらえることもできる。ファーストプレイスは自宅、セカ

写真 3. 販売活動を行う R 氏と A 氏
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ンドプレイスは職場、サードプレイスは創造的な交流が生まれる非公式な場

所とある。ハウスはサードプレイスとして、共通の活動の中で日常の出来事

を話し、メンバーや支援者に対して、過度の不安や緊張感を持たずに、安心

できる時間を共有できる場所になっているのである。「ハウスは家でもなけれ

ば、職場でもない、ハブ空港のような場所。メンバーが思い思いの動機を持っ

てくる。だから、メンバーの発着場になっている」と支援者は表現する。共通

の仲間と共に共通の時間を過ごす共通の場所を拠点にしながら、安心感を保

障され多彩な活動を自宅から離れた地域コミュニティで取り組むこうした事

が、ソーシャル・インクルージョンの一歩になるのではないだろうか。

4.2. 活動の中で変容する役割
　ハウス内の同じ活動でも、メンバーの役割は常に流動的である。例えば、

工作を行う際、J氏が活動を始めると周りも行う、A氏が手先の器用さを活か

して工作で図面を引く、M氏は糊付けされた部分をゆっくりと押さえ、力の

あるC氏が重たいものを運ぶ、R氏が冗談を言って周りを和ます。工作に限

らず調理や農業などを行う際は農村部という不自由な環境ゆえに作業活動が

増え、必然的に手分けし、協力することになる。こういった同一の作業活動

に見えても多様な役割がある。他のメンバーと様々な作業活動を体験するこ

とは自分の能力や限界を知る機会になる。それでも、協力すれば達成できる

課題に向かっていく中で、時には障害のため重要な役割を担うことができな

くとも、他者に受け入れられた体験を積み重ねていくことが重要と考える。

　また、重度の知的障害を呈しているM氏は他のメンバーに学習課題や屋

外歩行などを助けてもらっていることが多い。しかし、とらえ方を変えると、

他のメンバーに役割を提供しているとも言える。他のメンバーはM氏の活動

を支えるという役割が新たに生まれ、相互作用ができる。他方、M氏が食事

前に机を拭くことや物品販売前に品物を出すことや数えることによって、他

のメンバーを支えていると言える。そこには、「知的障害者」や「ケース」とい

う利用者という枠組みから離れ、ハウスを盛り上げる「共同運営者」としての

当事者がいるのである。
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4.3. バビタハウスという居場所から地域コミュニティへ
　ハブ空港と表現されるハウスを拠点に活動をしているメンバーが地域住民

と交流することについて、考察をしていきたい。まず、支援者が主体となり、

ハウスの開所式イベントや物品販売、果物などの物々交換を通して、地域住

民との関係性を作っていく。次に、物怖じせずに誰とでも分け隔てなく笑顔

で活動できる J氏やR氏といった活発的なメンバーが、地域住民とスポーツ

やトランプゲーム、酒を飲むといった活動を地域住民と共にするようになる。

徐々に、A氏やM氏といった大人しいメンバーも J氏らが作った地域住民と

の関係性の中に入り、行動を一緒に行っていく。そして、地域の祭りや地域

住民の冠婚葬祭が行われる際には、地域住民が全メンバーに声をかけるよう

になってくる。このように、支援者から積極的なメンバーへ、積極的なメンバー

から他のメンバーへと参加者の輪が拡大し、地域コミュニティでの活動が自

由な広がりを見せていくのである（図）。

　その具体的事例がA氏である。A氏の物品販売活動はもともとハウス内に

留まっていたが、J氏のように一人で路上で服を売り捌きたいと希望するよう

になった。つまり、モデルとなった J氏、ハウス内の販売でできた顔なじみの

地域住民、失敗しても戻って来られるハウスの存在がA氏の一人路上販売を

行うという意欲の変容につながったのである。

図　メンバーと地域住民の関係性
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　日本を始め先進国の一般的な知的障害者の施設のイメージでは、依然とし

て支援者が中心となったプログラムが行われており、知的障害者の生活は施

設で完結されることが多く、外部との接点は限られていると言える。そのため、

近年着目されているソーシャル・インクルージョンの理念は確立しつつある

ものの、具体的な実践の集積は今後も重要である。

　まとめとして、本稿の事例では、社会保障制度が限られた地域でも、弱さ

を持った当事者たちが地域コミュニティの構成員となっていた。当事者、家族、

支援者、地域住民との支え合いの中で、当事者は新たな発想や活動の可能性

を見出していることに着目することが肝要であった。また、「障害は人間関係

の希薄さによって顕在化する」とハウスの支援者は述べている。つまり、ソー

シャル・インクルージョンを考えるうえで、当事者は地域コミュニティの受

動的な構成員に留まらず、自発的な構成員へと移り変わっていくことが重要

になると筆者は考える。

　なお、本研究において、メンバーにとって施設周辺が主な活動拠点となっ

ていた。当初、顔見知りではなかった地域住民は、メンバーの特性や能力の

差異を徐々に認め、障害者であることを意識している様子はないように筆者

は伺えた。つまり、ハウス周辺での活動はメンバーにとって「守られた環境」

になりつつあったのではないだろうか。今後、メンバーがハウスを基盤とし

ない地域活動へと広がりをみせていくことが、さらに重要になっていくと思

われる。そのためにも、メンバーを含む地域住民が抱える課題やニーズにつ

いて、さらに調査し分析していきたい。

5. おわりに

　ハウスを拠点に地域で活動する成人の知的障害者は「当たり前」の生活を営

んでいたことが、筆者にとって「驚き」の連続であった。メンバーは日々の出

来事を冗談交じりで話すこともあれば、ケンカすることもある。また、地域

住民とスポーツを楽しむこともあれば、地元の祭りに参加し一緒にお酒を飲

むといった30歳代であれば、誰しもが経験する活動をしていた。そして、前

述した「主体的な」医療福祉従事者の弊害で生まれる消極的かつ依存的な障害
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者はハウス内にはいなかった。確かに、フィリピンの農村部では社会資源が

限られている。しかし、メンバーがハウスという安心できる場所で、安心で

きる仲間と、安心できる時間と経験を共有しながら、地域住民と繫がること

ができる地域コミュニティがあった。そして、そこには知的障害者の社会参

加を変容する可能性が秘められており、新たな支援のあり方を再確認した。
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Abstract
 This article describes the diverse activities of adults with intellectual disabilities 
who visit Babita House in rural Philippines, where there are limited number of specialists, 
underdeveloped public system and strict social resources. In particular, I consider social 
inclusion based on interactions among the members, the local residents, and the supporters. 
The main principle of this facility is (1) to create a place for the members, (2) the members 
as co-operators, and (3) to bridge local communities. It is frequently used by five people 
with intellectual disabilities aged around thirties. The main activities include cooking, 
washing, cleaning, learning educational tasks, farming, caring livestock, participating in local 
sports competitions, selling goods, and hosting events with the local residents. As a result 
of fieldwork, (1) it is a facility where the members can work on activities with common 
members and common time at a common place with confidence. (2) In the facility, 
the supporter does not excessively intervene, and the members develop activities while 
supporting each other. (3) In the relationship with the members and the local residents, 
the members have new ideas. Moreover, the members are involved in the local community 
and their activities are expanding. The supporter of Babita House mentions that "disability 
becomes obvious, when human relationships become weaker." In considering social 
inclusion, it is important to focus on the shift from passive members of the local community 
to active members.

Place and Local Community for People with 
Intellectual Disability : A Case Study in Rural 
Philippines

RESEARCH ARTICLE

Akira TERAMURA

Keywords : Philippines, People with Intellectual Disabilities, Local Community, 
Social Inclusion
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1. はじめに

　大阪市内の公立小・中学校には、数多くの民族学級が設置されている。現

在の設置校は109校である。ここでは朝鮮半島につながりを有する子ども

が、在日朝鮮人の民族講師（ソンセンニム）から民族教育をうけることができ

る。民族教育とは、「すべての民族が自決の権利に基づいて文化的発展を自由

に追求する権利であり、民族的マイノリティの構成員とりわけその子どもた

ちが、自己の文化を享有し自己の言語を使用する権利」を保障する実践である

（民族教育ネットワーク・山本 2019）。日本が批准している国際人権規約B規

約においても「種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当

該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有

し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定さ

れない」ことが定められている。

　こうした文脈から、民族教育の重要性は理解を得ることができるだろうし、

母文化保持者の手によって「外国人児童・生徒の文化を保障する実践」は日本

の学校で当たり前に取り組まれているとさえ思われるかもしれない。ところ

が、歴史的に日本の学校は、外国人生徒の文化的背景や言語的な多様性を評

価するというよりも、それを個人のハンデや克服すべき課題として位置づけ

てきた 1。それゆえ、外国人が日常的に学校に入り込み、当事者となる児童・

生徒にそれぞれの文化や言語を伝える民族学級の取り組みは例外的である。

　ここに多文化教育における「インクルーシブ」の課題が見え隠れする。文科

省は2012年に初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルー

シブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」をまとめ、障害者の権利

に関する条約第24条を背景に「インクルーシブ教育システムにおいては、同

じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児

童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最

も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重

要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、

特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくこと

が必要である」とした。
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　では「自立と社会参加」や「連続性」は外国人児童・生徒にとっていったいい

かなるものなのか。第1に、外国人児童・生徒にとって、まずもって困惑する

のは語学であろう。そうした子どもを日本の学校に参入させやすくするため

に、日本語指導を行うことや丁寧な指導を心がけることは重要なことである。

確かに、語学は勉強すれば身につくと「されている」し、生活文化は「慣れる」

ものと捉えられている。したがって、丁寧に語学を教え、日本の生活に慣れ

させることが「インクルーシブ」となる。ここで果たされることは日本社会に

おける自立と社会参加である。近年注目を集める外国人教育も、こういった「イ

ンクルーシブ」が強調される。

　しかし、在日朝鮮人による民族教育の実践を振り返るとき「自立と社会参加」

「連続性」の第2の側面が浮びあがる。それは出自や民族性に関わるものである。

ここでいう「インクルーシブ」とは、家族やエスニック・コミュニティとの連

続性である。子どもが有する民族性を涵養することであり、親から継承され

るべき文化や言語を保障する実践である。

　過去の歴史を紐解くとき、民族的な教育権の保障は国際的に幅広く認めら

れていることであるにも関わらず、その重要性が日本において認められたの

は最近のことである。なぜなら、第2の側面に関わるインクルーシブの成就は、

日本社会からの迫害と差別との闘いを意味し、教育的包摂を常に問い直すこ

とに繫がっていた。例えば、日本による朝鮮半島の植民地支配時、学校現場

では朝鮮名を名乗ることが禁じられていた。解放後も日本社会からの差別か

ら「日本名（通称名）」を名乗ることがあった。そこで、校内で「本名（朝鮮名）」

を名乗り自らの立場を示す「本名を呼び名のる実践」が模索された。この実践

の主たる狙いは、周囲の日本人が朝鮮人の本名を呼び、当事者もその本名を

名のることである。そして、日本人と在日朝鮮人の不均衡な関係を学校現場

から問い直す、現場における言葉を借りれば「出会いなおす」実践であった（稲

富 2013）。こうした実践が積み上げられ、1998年に大阪府の就学案内に本名

の使用を推進する旨が明記されている。もっとも、こういった民族の歴史や

文化的背景を考慮する学校現場の実践は、今日においても一部地域の教員が

実践しているにすぎない。

　そこでこの小論では、大阪市内の公立学校における民族学級をインクルー
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シブな教育実践であると位置づけたうえで、今日的な様相を報告する。以下、

2節では民族学級の歴史を概観し、3節、4節では実際の民族学級の様子を記

述する。そのうえで、5節では民族学級の取り組みからみえてくるインクルー

シブな外国人教育の課題について考えてみたい。

2. 大阪における民族学級

　大阪における民族学級の歴史は、第2次世界大戦後の「闘い」にその端をなす。

第2次世界大戦終結後、日本で生活する在日朝鮮人は各地に朝鮮人による自

主学校を設立した。その多くが、日本によって奪われた自らの民族性を「とり

もどす」とともに、朝鮮半島への帰国を展望したものであった 2。しかし、朝

鮮戦争が勃発すると影響は日本国内にも及び、治安維持を名目とした在日朝

鮮人への締め付けは強くなっていく。1948年、GHQは各地の朝鮮人学校に

対して閉鎖令をだす。これに基づき文部省は「朝鮮人設立学校の取り扱いにつ

いて」を通達、「日本人同様市町村立又は私立の小学校、又は中学校に就学さ

せなければならない」ことが示された。朝鮮人学校閉鎖令に対して民族教育を

守ろうとする人々はこれに立ち向かい、阪神教育闘争と呼ばれる示威行動と

なる。

　大阪府では阪神教育闘争の事態収拾を目的に、1948年6月に朝鮮人の代

表者と府知事の間で民族教育に関わる「覚書」がとりまとめられた。それでも

1949年には「朝鮮学校閉鎖令」によって朝鮮人学校の閉鎖が強要された。朝鮮

人の子どもは日本の公立学校に通うことになったが、植民地支配からの解放

に沸き立つ朝鮮人による運動は粘り強く続けられた。そして、限定的ではあ

るが公立学校内での民族教育が認められるようになった。そのひとつが民族

学級である。公立学校に通わざるを得なくなった在日朝鮮人の子どもたちの

ために、先の「覚書」を根拠とする民族教育が開始される。最大の特徴は在日

朝鮮人の民族講師が学校現場に入り込み、民族教育を行うことである。とこ

ろが、学校現場においては民族講師も厳しい差別にさらされるなど、民族教

育は順調に発展していったわけではない（朴 2008）3。

　梁（2013）は、民族学級を（1）「覚書」民族学級、（2）1972年に朝鮮人の子ど
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もの訴えからつくられた「自主民族学級」、（3）保護者や在日朝鮮人当事者の

ボランティア活動から発展した「新型民族学級」、（4）そして教育委員会によ

る公認事業としての「事業民族学級」に分類している（梁 2013）。

　注目すべきは、民族学級が大阪府・大阪市において徐々に公的位置づけを

獲得したことだろう。1988年に大阪府教育委員会が「在日韓国朝鮮人問題に関

する指導の指針」を策定し民族教育が明記される（大阪市では2001年に「在日

外国人教育基本指針」を策定）。大阪市は1992年に「大阪市立学校民族クラブ

技術指導者招聘事業」を開始、「民族クラブ」を設置した。さらに1997年に「民

族クラブ技術指導者招聘事業総括技術指導者制度」を発足し、非常勤雇用の民

族講師を配置。この招聘事業は、2007年にニューカマー外国人への支援事業

と統合し「国際理解教育推進事業」となり、非常勤嘱託職員として民族講師が

派遣されるようになる。2017年になると民族学級・民族クラブ・国際理解クラ

ブといった名称が「国際クラブ」に統合されている。民族講師も公的には「国

際クラブ指導員」という立場である。

　それでは今日の民族学級はどのような様相にあるのだろうか。筆者は民族

教育を支援する市民組織「民族教育ネットワーク」の事務局に携わるかたわら、

民族学級への訪問を続けてきた。以下で紹介するのは、民族教育ネットワー

ク結成20周年記念誌の発刊にあわせて、筆者が訪問した6校（いずれも大阪

市内の小学校）でのヒヤリングのうち、この小論の論旨と関わる2校（X校・Y校）

である 4。

3. 「民族」が日常的にある小学校―X 小学校

　放課後、チャイムの音が鳴り止みしばらくすると児童が教室に集まる。席

に着くでもなく騒がしくしている。X小学校の中心部に位置する民族学級専

用の教室で、Aソンセンニム（先生）が授業を準備する。かたわらでは、児童

があれこれとおしゃべりを続けている。Aソンセンニムと民族学級を取り仕

切るB先生（日本人教員）が落ち着いた口ぶりで「さ、はじめよう」と声をかけ

ると、しぶしぶといった様子で子どもたちが席につく。「ソンセンニムアンニョ

ンハセヨ？（先生こんにちは）」と挨拶。隣同士顔を合わせて「ヨロブンアンニョ
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ンハセヨ？（みなさんこんにちは）」。

　挨拶と点呼を終えると、民族講師がフラッシュカードを掲げる。いつもの

ルーティーンなのだろう。待ってましたとばかりに、児童がカードのイラス

トを朝鮮語で答える。子どもたちは自然な流れで授業に集中していく。次は

母音子音ボードをつかった発音の練習。民族講師が文字を指差す。「オレの字

や！」と大きな声。自分の名前に使われている文字である。「やっぱりちゃうわ。

4年の子の字や！」とケラケラと笑う。「自分の名前間違えてるやん！」と別の

児童がそれにツッコむ。児童は民族学級の子どもであり、大阪の子どもなの

である。

　民族講師が日本の人気漫画のキャラクターのイラストを黒板に貼り付ける。

4人1チームになってウリマルカード（朝鮮語のカード）を組み合わせてキャ

ラクター名をつくる。教室の後ろで児童の様子を伺っていると、語学力の違

いがみえてくる。筆者は英語の授業を思いだす。「足を引っ張ったらどうしよ

う」「間違ったらどうしよう」と、俯いてしまった苦い記憶。しかし民族学級の

児童は前を向いている。そして互いに教えあう。それは児童の力だけではな

い。Aソンセンニムの捌きがうまいのだ。誰がどの程度単語を理解している

のか把握しているのだろう。様子を見ながらヒントを与える姿が見受けられ

る。誰もが答えられるような工夫があるのだ。苦戦しているチームに「がんば

れ！」という声があがる。「それウリマルでいってみよう！」とAソンセンニム

が声を拾う。「ヒムネセヨ（がんばれ）！」と大きな声援。

　教室正面には大きなディスプレイが設置されており、五線譜が表示されて

いる。音楽とともにウリマルで歌詞が表示され、子どもたちが目と耳で追え

るようになっている。「せっかくお客さんがきてるし、チャンゴ（民族楽器）叩

ける人！」とAソンセンニム。「ハイ！ハイ！」と手をあげ指名された2人がチャ

ンゴの前に座る「オレはじめてや！」と児童がいう。皆が笑いに包まれる。「で

きるよ」とB先生がそっとサポートに入る。大きな歌声と少しリズムに乗り切

れていないチャンゴが教室に響き渡る。そうしているうちに、授業時間はあっ

というまに過ぎてしまう。児童らは笑顔で終わりの挨拶をする「アンニョンヒ

カセヨ（さようなら）！」。鞄を引っ掛け、子どもたちは校庭へと飛びだしていっ

た。
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　民族教室にはたくさんのウリマルの掲示物、チャンゴ、絵本、チョゴリ（民

族衣装）がみられる。一角に、世界地図があり各国の「ありがとう」がイラス

トとともに掲示されている。中国、ラオス、ベトナム、タイ。X小学校もま

た、多様な文化的背景をもつ児童が在籍している。Aソンセンニムは「マイノ

リティの子であっても、自分のつながりのある国のことを学んでほしい」とい

う。ただし、現実的には学年もバラバラ、人数もバラバラであり、保護者に

協力してもらうことで遊びや食事について学ぶ時間を土曜参観や懇談の日に

設けている。Aソンセンニムは「私も勉強中」「やってあげたいことは多いけれ

ど、いまはいっぱいいっぱい」。

　校内ではいまでも民族に関わる課題が山積している。テレビに影響された

在日朝鮮人児童が在日中国人児童に「国に帰れ！」と発言することがあった。

すぐさま校長や担任、Aソンセンニムが、発言を受けた児童の保護者と連絡

を取りあった。被害者となった児童の保護者から「事情はわかります。私から

日本人の子どもたちにルーツのことを話していいですか」と提案があった。そ

して「いろんなテレビニュースはあるけど、あなたたちがちゃんと勉強して架

け橋になって欲しい」という保護者の言葉に、子どもたちは熱心に耳を傾けた

という。Aソンセンニムが聞き取りをしてわかったことは、発言をした在日

朝鮮人児童は、前日に中国のことを否定的に伝えるテレビ番組を見たことを

思いだし、とっさに口に出してしまったとのことであった。X小学校は在日

朝鮮人の多数在籍校である。彼が属する学級において、朝鮮ルーツはマジョ

リティ集団の一部になることがある。Aソンセンニムは「ケースだけ考えれば、

日本人児童がマイノリティに差別的発言をすることは多い」と前置きしたうえ

で「どんな属性の者であっても、マジョリティに属する者がフェイクニュース

を無批判に受け入れた場合、マイノリティに対する差別事象が起き得ると実

感した」という。日常的に差別を受けて生きてきた彼の親は「よりによってう

ちの子が差別発言をするなんて……」とショックを受けていたという。

　以上のようなお話を伺っていると、扉のスキマから日本人の児童が顔を出

して「センセ！アンニョンヒケセヨ（先生さようなら）！」と顔をだすことが

あった。Aソンセンニムがニコニコと「はあい、気をつけて帰りや」と声をか

ける。このように誰もが顔を出すことができる風通しの良さがある。Aソン
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センニムとB先生は先ほどの差別発言について熱心に議論を重ねていた。X

小学校は民族に触れあうことができる場所である、と同時に多様な民族が交

差し、そこになんらかの力関係が生じる場所でもある。その力関係は往々に

して学校外のメディアなどによって水路づけられてしまう。筆者は差別事象

そのものに驚きを感じつつも、それと同時に仮に自分自身が教壇に立ってい

た場合、「差別発言」がどのような意味をもつ言葉として聞こえたのか考える

ことになった。

4. 包摂と葛藤―Y小学校

　Y小学校の民族学級は児童による本名宣言に端をなす。これを学校だけで取

り組むのではなく、地域をあげて関わらなければならない。そうした思いが

民族学級の開講につながった。年に1回、保護者や地域住民を交えたマダン（民

族文化の交流会）が開催される。体育館に案内されて待機していると、続々と

子どもたちと保護者がやってくる。子どもと保護者、関係者を含めると60人

程度だろうか。休日だが教員も数多く参加している。マダンの前半は3グルー

プに分かれて運動会のように競技方式で朝鮮文化を体験する。体験といって

も競技ごとに得点が決まっており、参加者は真剣である。

　このマダンの意義について、Cソンセンニムは「ダブル、いわゆる在日と日

本人のご家庭が多いんです。親御さんのなかには、自分のルーツや民族にふ

れる機会がなかった方もいます。ほとんど朝鮮文化に触れたことがない方も

多い。だから一緒に遊んだり体験してもらうことが、取り組みへの理解につ

ながれば」という。民族学級を支えてきた地域住民（日本人）は「人権なんです

よ。この教室を学校で守ることが大事なんですね。地域に色んな人がいます

からね」と語る。

　マダンの後半はチョゴリ体験と楽器体験である。女子児童はチョゴリ体験、

男子児童は楽器体験が多かった。チャンゴを叩く児童たちだが、明らかに戸

惑っている。バチの使い方がこなれていない。リズムが揺れて、一体感がない。

筆者は普段から、各種イベントでチャンゴを聞く機会は多かったが、それは

積み重ねがなければできないことだったのだと知る。きっとこの場に体験参
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加している児童も民族学級で学ぶ友達の学びの積み重ねを感じとっているこ

とであろう。もっとも、チャンゴ体験中の子どもたちはみな笑顔である。

　マダン後、民族学級のお話をCソンセンニムに伺った。インタビューには

Cソンセンニムのお誘いで、民族学級に子どもを通わせている保護者も同席

してくれた。保護者は3世で、自身が通った学校に民族学級はなかった。日

本の大学に進学した後、自身が周囲との違和から民族教育の必要性に気がつ

いたという。そこで子どもには民族学級を受けさせたいと考えた。当初「民

族学級がどのようなものかよくわからなかった」が、「Y小学校に通わせたら、

すごくいい雰囲気で」以降積極的に民族学級の活動に関わっている。保護者の

話に、Cソンセンニムも頷く。教室は、保護者、地域との関わりがあるから、

時流に流されず踏ん張りがあるという。「地域も学校に民族学級が当たり前に

ある」ことを受け止めているという。例えば、PTA会長も民族学級を盛り上

げるために奮闘している。「PTA会長が長年、人権の問題として関わってくだ

さってるんですよ。今日も地域の方が参加してくださっていました」。こうし

た努力の結果、保護者にとって子どもを民族学級に通わせやすい環境がある。

　Cソンセンニムは民族講師歴20年の非常勤嘱託。Y小学校は11年目で、現

職の教員よりも学校を知っている。当初は保護者が年上のケースが多かった。

いまではほとんどの保護者が年下になっている。経験を糧にすることで、保

護者に寄り添った活動ができるようになった。それでも、Cソンセンニムに

よる民族学級の語りは葛藤含みである。

　「私たち民族講師が子どもたちに教えたいこと、大切にしたいことがありま

す。でも、子どもたちや保護者が求めているものもあります」

　例えば、本名を呼び名のる活動にしても、保護者の希望、子どもの希望そ

れぞれに目配りする必要がある。民族学級は「イルム（本名）」を取りもどすこ

とをひとつの目的としていた。しかし、日本人を結婚相手とする家族が増え

たとき、ふたつの名前をもつ子どもも増えてきた。なにが「本名」なのかは必

ずしも明確ではない。

　「私は、正解なんてないんだと思います。いまそういった議論をたくさんし

ているんですね。それぞれの家の状況が違うし、育った環境や周りの環境が

ちがう。名のりにくい社会の状況もいまだに根強く残っている。そういう背
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景をわからないまま、『学校が推進していますので本名を』という言葉だけの

説明では乱暴だと思うんですね。保護者や子どもにきちんと向き合いながら

なぜ推進したいのかをきちんと語れないと」「ケースバイケースとはいいたく

ないのですが、絶対の回答があるとは思わないんです」「民族学級に通う子は、

ほとんどの子が日本で生まれ育っているので日本語や日本の生活習慣はわか

ります。（なのであまり『困っている』ようには見えない。）逆に母語や母文化を

知らなかったりふれる機会が少ない子が多く、民族学級では母国の文化、自

分のルーツを学んでいくというスタンス。新渡日の子どもたちは日本の生活

習慣や言葉がわからないことで目に見えて『困っていて』、その子たちに日本

語を教えるというのは『わかりやすい』取り組み。でも、母語や母文化の保障

も同じくらい大切で、自分のルーツや文化を大切にできることは、その子の

人権というか……本質的な取り組みとして必要だと思うんです」。Cソンセン

ニムはこれを「獲得する取り組みと、失わない取り組み」の違いであるという。

　Cソンセンニムが「多文化の子の取り組みが共有できるようになるまでに

は、もっと考えなくては」と語ると、保護者が「そうやなぁ。プラスアルファ

だけじゃなくて、人間の根源に関わると思うねんなあ」と相槌を打つ。「若い

先生も関わってくれるんですよ」というと「あの先生頑張ってるねん。娘も言っ

てたわ」と掛け合いがはじまる。「今年から学校配布の教育委員会の案内にも、

本名については『本名（ルーツを表す名前）』って変わったんですよ」とCソン

センニムがいうと、「せやなあ、本名ってなにが本名か難しくなってるものね

え」と保護者が返事をする。民族講師は「民族保障」という言葉のもとに、学

校のなかで奮闘しなければならない歴史があった。それは過去も現在も変わ

らない。民族学級は先人の努力によって成り立ってきた、特別な取り組みで

ある。けれども、その特別なことが、Y校では「当たり前」なものとなっている。

5. おわりに

　この小論に与えられたテーマは、外国人の子どもの包摂である。ある側面

に注目すれば、外国人の子どもの社会的包摂は進んでいる。外国人児童・生

徒の増加とその対応の必要性は学校現場で年々認識されるようになり、文科
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省もそうした動きをフォローアップするようになった。2019年6月には国の

教育方針を決める中央教育審議会において外国人児童・生徒への教育の充実

が諮問されるに至っている。このように、「外国人の教育」は日本の教育にお

ける傍流とは言い難い状況にある。こうした経緯を、学校現場が外国人児童・

生徒を排除するのではなく包摂する動きとして理解することはできよう。だ

が、諸手を挙げて称賛するわけにはいかない。

　例えば、3節や4節で概観した取り組みを、日本人教師が大勢を占める学校

現場においてできるだろうか 5。「国に帰れ」という子どもの言葉は差別だろう

か。それともただの悪口だろうか。3節でみたように、X小学校では校内で民

族差別に繫がる事象が起きたとき、民族学級の設置校では日本人教員と民族

講師が対応するという。Aソンセンニムは「日本人教師の多くは、日本人の子

どもを念頭においている。だから民族差別と考えられる言葉が『悪口』に聞こ

えてしまう」と語っている。学校現場ではマジョリティとマイノリティとい

う立場が流動的に入れ替る。ある種の言明に対して日本人教職員や日本人児

童・生徒とは違った観点を指摘し、議論を持ち込むことができるのも、日常

的に学校現場に参与する民族講師がいるからである。踏み込んでいえば、日

本の学校現場に、外国の文化や言葉、外国人の人権など「なにを・どのように」

包摂するかについて、そのボーダーを当事者側から議論の対象にできるのも、

校内に民族講師が在籍し民族学級があるからである。

　そのうえで、民族学級に目を転じたとき、その取り組みは絶え間ない模索

の渦中にある。民族講師は在日朝鮮人の児童・生徒に「民族」を伝えようとする。

ここでいう「民族」の教育とは、「日本の帝国主義と植民地支配からの解放」に

基づき積み重ねられてきた実践であるため、しばしば「民族をとりもどす」と

表現されてきた。

　ところが、民族を伝えるという取り組みは、在日朝鮮人の世代が2世、3世、

4世と世代が重ねられるなかで、家族形態が多様化していくとともに、そこ

でのニーズも複雑化していった。両親ともに在日朝鮮人であるケースが減少

し、本名を名乗ることについても「本名とはなにか」という疑問が生じてしま

う。民族への抑圧に対する「自己決定の論理」は、民族教育運動が勝ち取って

きたものである。しかし、民族教育の現場では「民族講師や日本人教師が子ど
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もや保護者の『自己決定の論理』に介入する」という実態を招きいれることに

なる。学校において、民族講師や日本人教師が「民族」を伝え、「本名を名乗ろう」

という問いかけは、保護者や子どもの意向と異なる場合もある。教師と子ど

ものあいだに生じる力関係を考えれば、ときにそれが強権的になってしまう

こともあろう。

　「自己決定の論理」は論争的であり、そうした葛藤は過去にも描かれてき

た。金（1999）は民族教育の現場の調査を通じて「自分たちのこれまでの教育

実践は、『在日』の子どもたちの『民族のアイデンティティ』を自明なものと考

え、それは結果として、『民族』という枠組みだけではかならずしも捉えきる

ことのできない子どもたちひとりひとりの個性を抑圧することになってこな

かったか」とその課題を示している（金 1999: 135）。民族教育を受けた経験が

ある青年へのインタビューでは、「あるべき民族像」が強く提示され、それが

アイデンティティ形成にマイナスの影響を与えているケースもあるという（梁

2010）。

　ではグローバリゼーションの時代にあって「民族」とはもはや過去のもの

であり、多様な個性の育成を掲げる教育現場になじまないものなのだろうか。

ここで目を転じてニューカマー外国人の事例をみたとき、フィリピン系の若

者を調査した額賀・三浦（2017）は、バイカルチュラルでバイリンガルな資源

をもつ若者ほど、自己肯定感が高く、学業達成しやすいことを明らかにして

いる。そして、日本の学校に通うフィリピン系の子どもたちが母国文化を獲

得するためには、良好な家族関係やエスニック・コミュニティとの関係が欠

かせないという（額賀・三浦 2017）。逆に、ベトナム系の若者を分析した研究

では、民族教育の不在が日本社会への過剰適応を招き、外国人であることに

よる就職差別を自己責任と捉えることが報告されている（山本 2015）。「民族

や外国人であることは個人が決めることで、教師が関わるべきではない」とい

うもっともな語り口が、子どもの民族への関わりを希薄なものとし、なにが

差別なのかを見えないものとしてしまう。いずれの研究も強調しているのは、

出自としての「民族」が、すぐさまその自己のアイデンティティを規定するも

のではないが、自己の「民族」へのつながりを肯定的に捉え、「資源」として活

用することの重要性である。
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　金（1999）もまた「『個性の重視』を唱える結果、在日朝鮮人児童生徒どうし

のつながりを拡散させることは、日本社会に現存する『システム』を温存させ

ることにならないか。教師たちもまた、こうした疑問と葛藤のただなかに身

をおくことになる」ことを指摘している（金 1999: 136）。このように民族学

級の取り組みは、日本の教育現場の「多様性」を形作るものである。と同時に、

民族講師は「民族」「ルーツ」といった「単数的な側面」を打ち出す。そしてそこ

に生じる「葛藤」がアイデンティティへの自由を保障するものである。最後に、

こうした「葛藤」への向き合い方を検討し、インクルーシブな外国人教育を目

指すための技法を抽出してみよう。

　3節では、語学力に違いがある児童がともに学びあえる授業が展開されて

いた。そうしたなかで安心して民族に触れる環境がつくられていた。語学力

に関わらず民族に肯定的に触れる空間を作ることができるのは、民族講師が

積み重ねてきた卓越した教育学が存在しているからであろう。4節では地域と

の連携を通じて、誰もが民族学級を応援している雰囲気がつくられ、保護者

にとっても安心して子どもを通級させる様子が見られた。そしてCソンセン

ニムは、名前というアイデンティティに関わる課題についても、児童や保護

者とともに悩み続けようとしていた。民族教育を主導してきた朴（2008: 188-

189）は「対象児童の変化に伴って民族学級の教育内容も変化している」と指摘

したうえで、「子どもたちは家庭の中で民族文化に出会う機会」が少なくなる

なか「子どもたちが民族的ルーツを共有する仲間と出会い、学びあう」ことが

重要であるという。こうした語りに「民族を教える」といった直線的ではない、

「葛藤含みの包摂」を見出したい。

　今日的な民族学級の様相は、楽しさを通じて民族に「出会う」ものである。

それは教育現場における「葛藤」の解消を意味するわけではない。もっとも、

マイノリティがアイデンティティを形成するには、周囲との差異を引き受け

ざるを得ないのだから葛藤含みである。あるいは、グローバリゼーションに

伴う異文化理解は、常に葛藤含みである。民族講師が重視しているのは、日

本で生活する多様なルーツをもつ人々が抱えることになる「葛藤と共に生きる

こと」であり、それを多くの人々が共有することにある。

　民族学級、そして民族講師は、単数的な「民族」を掲げることで、「葛藤」を
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学校現場に持ち込んでいるともいえる。そもそも、どのような文化的背景を

もつ子どもであっても、日本人を前提にした教育をうけ、日本人らしくなる

ことが至上命題であるならば、民族的な差異は矮小化、排斥されるだけである。

そこに民族という「葛藤」を持ち込むことで、学校現場に、「外国につながり

をもつ子どもの可能性を最大化するには、『日本人』が教えるだけでよいのか」

「自分たちのカリキュラムは『誰』を対象にしているのか」といった問いを生じ

させている。こうした葛藤を、民族学級や民族講師は、「日本人教職員」とと

もに「課題化」、「共創」しているのである。

　大阪の民族教育の取り組みに学ぶことは、「民族」に着目することの重要性

と必要性であるが、それはマジョリティとマイノリティが交流する学校に生

じる「葛藤」を避けるということではない。多様性と個人という単数性が交錯

する学校において不可避的に生じる「葛藤」の存在を認め、それと共に生きる

ことである。もっとも、インクルーシブな社会の創出を目指す取り組みは「葛

藤」を歓迎するはずである。なぜなら、インクルーシブな社会を目指すことは、

既存の取り組みの「課題」を前提とするものだからである。

　ただし、道のりは険しさを増している。民族学級は行政的位置づけを得た

一方で、その「担い手」だけでなく「支え手」を必要としてきた。こうした民族

講師の取り組みは大阪においても「特別」に行われていることであるし、「担い

手」の多くが非常勤嘱託講師である。待遇的な厳しさは、民族教育の継承とい

う課題につながっている。そして3節で記述したような日本人教職員と民族

講師の連携は、すべての学校で行えているわけではない。日常的にマジョリ

ティに属し相対的に見れば「葛藤」がみえにくい日本人教師にとって、それを

指摘する民族講師の重要性は、グローバリゼーションへの対応が繰り返し指

摘される今日、改めて注目されるべき存在ではないだろうか。

注

1 そうした様相は「脱文化化教育（太田 2000）」や「伝統的な同化圧力（志水 2003）」といった
言葉によって指摘されてきた。教育社会学におけるマイノリティ研究を整理した志水・高

田・堀家・山本（2014）などを概観すると、マイノリティに対する同化圧力は日本の学校に
普遍的に見出すことができる。
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2 朝鮮半島を植民地支配していた大日本帝国は、朝鮮半島において朝鮮人を日本人にするた

めの皇民化教育を行っていた。こうした植民地政策の歴史と教育の関係は、戦後教育に大

きな反省をもたらした。しかし、今回の調査においてしばしば聞かれたのは、若手日本人

教員にこうした歴史が継承されていないということである。この小論で触れることはほと

んどできなかったが、現在の日本では歴史性のない「人権教育」が争点のひとつとなってい

くのだろう。

3 民族学級の設置は、朝鮮学校閉鎖の「一種のアリバイ」にすぎなかったと指摘する研究もあ

る（金 2006）。実際、70年代にはいるまで、民族学級は民族講師や民族団体が支えること
でなりたっていた。なおこの覚書によって大阪府は33校に36人の民族講師を配置した。

4 本稿に関しては2学校ともに校名を記号化している。その背景には、民族学級の取り組み
はすでに書籍や論文などで紹介されHP等でも把握できる公的取り組みである一方で、地
域や保護者からのクレームによって開級できないケースもみられる。本小論に関してはネ

ットによって公開されるため記号化した。なお3節の学級の様子や4節のマダンの様子な
どは大阪の民族学級では散見される光景である。

5 本小論では、民族学級が日本人教師や保護者、地域に支えられていることを強調したが、

インタビューでは厳しい実態についても聞かれた。学校に対して「なぜ、日本の学校で外

国のことを行うのか」とクレームがあること。課外活動という位置づけのため、校長の裁

量によっては開級できないこと。ヘイトスピーチの蔓延やネットでの書き込み、メディア

で繰り返される朝鮮半島へのバッシングに影響される児童・生徒の発言への対応など、問

題は多種多様である。
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Abstract
 The purpose of this paper is "Inclusive Foreign Education". The education of 
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These are positioned as "new educational challenges". However, there is a history of 
education for Koreans in Japan that has been accumulated since World War II. In this 
article, we introduce "minzoku-gakkyu", a project that takes place in Osaka City, Osaka 
Prefecture. “minzoku-gakkyu” where the children and students (in a public school in japan) 
are able to learn heritage education (their own traditional culture, mother tongue, and any 
other heritage things). This paper then examines inclusive education from the educational 
practices of "minzoku-gakkyu".

Inclusive Foreign Education: A case of 
"minzoku-gakkyu" in Osaka

RESEARCH ARTICLE

Kousuke YAMAMOTO

Keywords : "minzoku-gakkyu", foreign teacher, foreign education, inclusive 
education

特集2  インクルージョンと共生



未来共創  第 7 号（2020）152

座談会｜インクルージョンと共生をめぐって

座談会

インクルージョンと共生をめぐって

インクルージョンとは、共生とは

織田：�寺村さんの論文ではフィリピンの知的障害者の事例をあげていらっ
しゃいましたが、インクルージョンと共生についてどのようにお考え

ですか？

寺村：�インクルージョンを考えるに際しては当事者の視点に重点をおきまし
た。当事者がそれぞれに役割を持ち、個性を認められ、特性を発揮で

きている。そしてこの場所にいてもいいんだという帰属意識を持って

いられる状況がインクルージョンされているということだと考えてい

出席者

渥美公秀　大阪大学大学院人間科学研究科教授

石塚裕子　大阪大学大学院人間科学研究科特任講師

山本晃輔　大阪大学大学院人間科学研究科講師

木村友美　大阪大学大学院人間科学研究科講師

寺村晃　　大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程

聞き手

織田和明　大阪大学大学院人間科学研究科特任研究員／博士後期課程

特集「インクルージョンと共生」の執筆にあたって、未来共創センターでは研究会を
開催し、相互に意見を交わしてきました。「インクルージョン」や「共生」といった時
にそれぞれが向き合っている課題は様々です。特集に寄稿する著者の皆さんにお話
をうかがいました。

2020 年 2月 3日（月）に未来共創センターで 2回にわけてお聞きしたものを再構成しています。
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ます。共生の場合はもっと「当事者をふくむ地域住民」が主体になっ

てくるのかなと思います。

織田：�山本先生は、教育現場におけるインクルージョンについてどのように
考えられましたか？

山本：�マジョリティ世界にマイノリティをインクルージョンすることは政治
的です。特に教育の世界では必ずしも一方向的ではない。例えば外国

人をインクルードするというときには文化やアイデンティティを守り

ながら包摂することが重要になる。必ずしもマジョリティに「なる」

ことが目的にはならない。

	 �では「外国人」であることを認めるという「承認」はどのようなもの
になるか。外国人らしくしていいよと教育現場で語るにしても、「外国

人」と見られたくないという子もいる。積極的に「日本人」になろう

とする子もいることを、本人の意志ならそれで良いとするのか。その

ようなときに、インクルージョンはどうあるべきか。インクルージョ

ンは「する側」の主体に注目されますが、「される側」の主体をそこに

織り込むことも考えなければならない。インクルージョンはときに明

確な目標や良いもののように捉えられますが、それが独りよがりになっ

てはいけない。
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寺村：�主体性の問題には悩みました。当事者を誰にするのか、何にインクルー
ジョンするのかという視点で話の展開が変わっていくので、立場や状

況をとらえることが難しいですね。

石塚：�私は排除されている状態というのはカテゴリーが固定化している状態
だと思うので、カテゴリーが流動する状態であるならば、インクルー

ジョンがある社会と言えるのではないでしょうか。すべての人を包摂

するというのはありえないですよね。どこかでインクルージョンされ

たらどこかでエクスクルージョンされる。そのエクスクルージョンさ

れるカテゴリーが固定化しないことが大切だと思います。「こういう状

態がインクルージョンである」というものはないと考えます。カテゴ

リーを固定化させないための活動の多様性や、主体の多様性をどう担

保するのか、その方法や場のつくり方が、まちづくりには求められて

いると思います。

渥美：�インクルージョンって言った時に、その人の存在を認めるというのが
第一だと思うんです。それを呪文として言うことはできますが、具体

的にどう考えたらいいのか。多くの人は属性、カテゴリーで見ると思

います。高齢者は入っているか、とか何々障害の人は入っているかで

すね。それがダメということはないけれど、石塚先生がおっしゃるよ

うに属性やカテゴリーが固定してはいけない。論文では、ファンクショ

ン（機能）に注目した方がいいこともあるのではないかということで

AFN（Access	&	Functional	Needs）を出しました。災害時に、自分は

眼鏡を落としたら一気に目が不自由になります。今、この状況におい

て目が見えていない、つまりファンクションが働いていないというこ

とです。50代の男性といった属性やカテゴリーで固定的に見るのでは

なくて機能で見ていく方法もあるんじゃないかということで AFNに注

目したんです。高齢者とか視覚障害者といった「カテゴリー」で見る

のではなくて、「今、これができない」っていうくくりで見ようという

ことです。

石塚：�人の分類ではなく、困りごとの分類で考えるということですね。
	 災害時の方が日常よりも多様な困りごとが発生するので、人のカテゴ
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リーで考えていては対応できない。同じカテゴリーであれば同じ困り

ごとを抱えているというわけでもないし、ある困りごとを抱えている

人は様々なカテゴリーに散らばっている。だからファンクションで考

えようということですね。

変容のための「場」

織田：�変容というのが寺村さんの論文でひとつ重要なポイントだったと思
います。障害者の方が変容していく、地域も変わっていく、という

点です。

寺村：�そうですね、さっき石塚先生がお話された「固定化されない」とい
う点でいうと、私が見てきたフィリピンの事例でも固定化されない

「役割」というのもあったと思います。同じハコモノのなかにいても、

あるときは支えられるときもあれば、あるときはそれを支えにしな

がら活動の範囲をひろげていく、そうすることによって地域のほう

に出て行く、という役割の変容が着目すべき点でした。

石塚：�まず大事なのは、寺村さんの事例でバビタハウスが「空港のハブみ
たいになっている」ということだと思います。バビタハウスのよう

なベースとなる部分がないと、変容というのはなかなかうまれてこ

ない。バビタハウスは、私が書いた図（人と人のつながりとインクルー

ジョン、本誌 94ページ）の第三世代であり、バビタハウスがあるか

ら地域との交わりや次の関係がうまれているのだと思います。その

ような場がまだない人たちがたくさんいるので、最近いろんな「居

場所」が生まれてきています。

寺村：�フィリピンのこの事例だけでなく他の障害者のことでもいえること
ですが、一方ではある特定の居場所に依存しつづけることが問題に

なっています。そこにしか自分が自分で居られる場所がない場合は、

その時はその場所でインクルージョンされているのですが、そこか

ら外に出て行ったときには居場所がなく、エクスクルージョンになっ

てしまいます。
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石塚：�そうですね。日本の福祉制度は福祉のサービスで人を囲い込んでしま
うので、同じ地域にいながら、その人が見えない（認識されていない）

状況になっている。この点は反省しないといけません。地域で共に生

きている状況にはなっていない。だから、ベースとなる場をつくるの

は大事だけれど、その場だけで固定化しないということが大切なよう

に思います。

木村：�福祉の制度がインクルージョン・エクスクルージョンを生むという点
は高齢者の介護保険制度も同様です。制度改正によって、要支援（介

護レベル）に認定された高齢者がデイサービスに通えない状況が起こ

り、一方で要介護高齢者はこれまでどおりデイに通うので、要支援の

方は地域に取り残されてしまいました。ある地区で出会った高齢者の

方が「（地域のなかに）昼間は人が誰もおらん」って言っていた事例は

すごく印象的でした。高齢者を支えるための制度が、固定的なエクス

クルージョンを生んでしまっていることがあります。

渥美：�原理的にはインクルージョンすればエクスクルージョンが必ず伴いま
す。そのこと自体は問題なのではないというか、仕方がない。平面に

線を引くようなものです。現実に「誰もが一人残さず」をしようと思っ

たら時間の軸をいれるしかないと思います。ある時はインクルージョ

ンされ、ある時はエクスクルージョンされ。現場ではエクスクルージョ

ンされた人に注目して支援していく NPO がいて。現場ではトライア

ンドエラーでやってみて、あかんかったらまた別のやり方でやってみ

て、そうやっていかないと。

インクルージョンのとまどい

織田：�教育、特に外国人教育の分野で活動されている山本先生はまた見えて
いるものが違うと思うのですが、いかがでしょうか。

山本：�基本は福祉と同じで、教育も子どもたちのために一生懸命やっている
んです。ただ外国人教育を考えるともっと複雑で、在日朝鮮人の子に

むきあう在日朝鮮人の先生にもとまどいがある。教育の現場では教え
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る側と教えられる側、福祉の現場では与える側と受ける側という、そ

れこそ流動しない「構造」がある。その構造の中ではある種の行いが「良

きこと」として固定化している。しかし実際にはそれが誰にとっても

「良い」わけではない。だから現場ではとまどいがある。

	 �外国人の教育・社会運動に関しても「ナショナルなもの」「ナショナル
な制度」が厳然としてあって、他方で「ナショナルではないひとたち」

がいる。そうしたひとたちのエスニシティやアイデンティティを「彼ら」

として対象化しつづけている。彼らは、わたしたちではない。それが、

彼らの独自のコミュニティの力をうながし、自己決定権を保つことに

つながっているのは間違いないが、それゆえに何十年も何十年もつね

に彼らでありつづける。メインストリームではないことの意味や意義

をいまいち、紐解けないですね。

寺村：�ぼくの分野で当事者っていうのは大抵の場合障害者を指しますが、山
本先生のお話を聞くと教育でだれを当事者としてみるのかは難しく感

じます。ぼくの論文では当事者は障害者ととらえて、その当事者が帰

属意識を実感して能力を発揮できるというのを、インクルージョンの

着眼点としました。

石塚：�まちづくりの現場では、倉敷市真備町の事例のようにリアルな場面で
カテゴリーに変化が起こり、インクルーシブな社会に変容する可能性

を感じます。しかし、山本先生がおっしゃるように、メインストリー

ムが長年変化しない問題では、カテゴリーの流動化というだけでは片

づけられないものもあると思います。インクルージョンと共生につい

て自分なりに考えると、インクルージョンというのはあくまでも人と

人との関係性だと思っています。さらに共生となるとそこに国や地域

といった空間の概念を加えて、共にどう生きるかということを考えな

いといけない。実空間では、今を生きる人と人の関係性だけでなく、

その場のもつ歴史や慣習が存在し、今を生きる当事者同士の関係性だ

けでは解決できないものも含めて、どう共に生きるかが問われている

ようで難しいと思います。

織田：�渥美先生の論文で印象的だったのが「誰もが一人残さず」というフレー
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ズです。言葉としてはちょっと重なっている感じもあるけれど、あえ

て使っていらっしゃるところに渥美先生の強い思いが見えます。

渥美：�そこの語感としては any	person というだけでなく each	and	every	
person と言いたいということですね。現実にはやはり「誰もが一人残

さず」というのは無理かもしれません。しかし、それを無理だと言っ

てしまっては始まらない。想いとして持ち続けたい。先ほど述べたよ

うに、インクルージョンは承認だとか、インクルージョンにはエクス

クルージョンが伴うとか、それはわかる。しかし、それだけでは助け

にならない。目の前の困っている人々に、カテゴリーを固定せず、失っ

ているファンクションに対応して、向き合っていく。一人も残すこと

なく。

これからのインクルージョンと共生のかたち

織田：�これからのインクルージョンと共生のかたちについては、どのように
お考えでしょうか。

寺村：�つながりの構築、再構築をしていくことが重要と考えています。その
ために、お互いのことを知る過程が必要だと思います。フィリピンの

事例においても、当事者が日々の挨拶や物々交換、スポーツ、参加型

イベントなど作業活動の共有を住民と積極的にしていました。結果、

何人かの住民からは、知的障害を意識して施設のメンバーと関わって

おらず、友達として関わっているという発言もありました。今後は、

障害者を含む住民という視点で地域活動をとらえていく必要があると

思います。

石塚：�まちづくりにおけるインクルージョンとは、ひとりひとりが認められ
る場を持ち、様々なカテゴリー間の緩やかな連帯やカテゴリーそのも

のが変化する場を、まちづくり活動として創ることだと思います。そ

して「地域」という実空間で共に生きるために、何を継承し、何を変

容させていくのか、動的で多様なカテゴリーで構成される市民が自律

的に継続的に考え、運動していくことだと思います。
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木村：�高齢者の地域社会へのインクルージョンを考えると、多世代共生に向
けて、ハードルの低い参加の場としての「地域での共食」が増えていく、

または昔あった祭・行事などが復興されていくことが、共生につなが

る大事な取組みの一つだと思います。高齢者の方々や高齢期を迎える

すべての人たち（＝私たち）にとって大切なのは、受身の支援だけで

はなく「積極的な参加」が叶う場所や機会があることだと考えていま

す。

山本：�インクルージョンという言葉は流行り言葉としてあちこちで散見され
ます。ですが、それは一方向的な行いではないはず。「彼らを包摂する」

のではなく、包摂できるように「自らが変わる」ということが必要な

ことではないでしょうか。インクルージョンの結果が単一に包摂され

た社会状況をもたらすのではなく、インクルージョンの結果、人々の

多様性が際立つようになってほしいと思います。

渥美：�これからについてはもちろん、未来共創センターで頑張ります、とい
うことです。

	 �私の論文中では共生へのプロセスのことを共創としています。共創と
いう活動の目指す先が共生ですね。その共生する社会が実現したらい

いなと思いますし、そのためには共創しますということになります。

そのためには大学という一つのカテゴリーに留まることなくいろんな

市民の方々といろんな対話をして行きます。広い意味の対話ですね、

けんかすることも、絵を見せることも、音楽を演奏することも対話で

す。そして対話はだいたい上手くいかない。だから繰り返し何回もやっ

ていく。そんな同じ志を持つ人を大学で育てていければうれしいなと

思います。そしてそういう人を育てるつもりで、こっちも育ててもら

えれば一番ありがたいなと思っています。共生を実現するための活動

としての共創をどんどんやっていく場として、このセンターはあるん

だと思っています。

お話をうかがって
	 　インクルージョンといっても分野ごとに課題が異なります。福祉の
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分野ではソーシャルインクルージョンとして障害者や高齢者の方々が

社会参加できるようになることをゴールとします。まちづくりではひ

とりひとりが認められる場を創り、カテゴリーが流動するような運動

をおこすことで、インクルージョンを達成しようとします。インクルー

シブ防災では何よりも現場で犠牲になる人をなくすことを第一に「誰

もが一人残さず」助かる社会を目指します。教育の分野では民族・歴

史の問題の前でインクルージョンそのものの意味が問われています。

しかしいずれの分野でもトライアンドエラーの先に共生を模索してい

るということはできそうです。共生へ向かって、果てしない試行錯誤

を繰り返すことが共創であるならば、それはきっと大変なことです。

それでも粘り強くトライし続けてきた先生方にならって、私もトライ

アンドエラーしていきたいと思います。

（織田）
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はじめに

　本稿はコンヴァージョン 1、生き方や考え方の根源的な変化のプロセスに創

発的な共生あるいは「共創」に向けた可能性があることを提示することを目的

としている。特に欧米諸国における排外主義の対象となることが多く、日本

社会においても一般的にイメージが芳しくないイスラーム 2へのコンヴァー

ジョンに焦点を当てることで、非イスラーム圏における共創に向けた議論の

出発点としたい。

　このような、通常想像される共創や共生とは異なるアプローチについて論

じる背景には、後述するような日本社会や先行研究における問題および、筆

者自身のポジショナリティに由来する経験と実感がある。あらかじめポジショ

ナリティついて言及しておくと、筆者自身、留学生のムスリムとの出会い、

西アフリカ・イスラーム社会での計二年間の滞在、古代ギリシャ哲学の影響

下にあった中世イスラーム哲学・神学の論争（井筒 2005等）に触れることなど

を通して、2016年にイスラームへのコンヴァージョンに至っている。その後、

モスクの運営に携わったり地域住民とムスリムとの対話イベントを主催した

りといった実践を行う中で、日本社会においてはイスラームをめぐる共生の

課題が非常に見えづらい形で存在していることを実感してきた。

　以上のような問題意識のもと本稿ではまず、第一章で、本研究における共

創のとらえ方について、次いで第二章で日本社会におけるイスラームをめぐ

る共生の課題について論じる。第三章では先行研究、特に「日本人ムスリム」

に焦点を当てたアプローチの持つ問題点を指摘し、それらを克服しうるもの

としてイスラームへのコンヴァージョン研究に可能性があるということを示

す。

1. 本研究における「共創」

　共創とは何か、未だはっきりとした定義はない。2017年に工学者の三輪敬

之や理学者の郡司ペギオ幸夫を中心に共創学会が設立されるなど、学術領域

や概念としての共創に関する議論の活性化がみられるものの、一般的には企
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業と大学の産学連携や、地域に向けたアウトリーチ活動などを総合的に表す

用語として使われているように思われる。本章では共創と、その一つのバッ

クグラウンドである「創造的な共生」を関連付けることを通して本研究におけ

る共創の意味内容について検討する。

1.1 産業的な「共創」の問題点 
　本稿で扱うイスラームに関連するものであれば、例えば、企業や大学とム

スリム留学生による共同でのハラール・フードプロジェクトの立ち上げといっ

たような研究が、一般的な共創のイメージに近いかもしれない。もちろんこ

のような試みもビジネスとしては有意義なものだろう。しかし、多文化主義

や共生をめぐる議論を踏まえると、そのような共創のあり方の問題点がみえ

てくる。

　社会学者の塩原によると「国内経済や労働市場のニーズに貢献するのであれ

ば民族・文化的差異を有したエスニック・マイノリティを積極的に受け入れる」

という立場からの多文化主義は「ミドルクラス多文化主義」と呼ばれる（塩原 

2016）。このような論理は、ミドルクラスではない人々の多様性や経済貢献を

しない移民を排除することにつながる（塩原 2010: 72）。

　共生論の文脈においても、例えば国際関係論研究者の清水は、国際政治経

済学、特に（新）自由主義経済学において「生産的で効率的な市場活動を遂行

する」という、生き方が「善い」ものとして議論の前提となってきたというこ

とを指摘している（清水 2014: 76）。そのような前提のもと目指される共生社

会においては市場活動へ参画しないことは「悪しき生」として排除されてしま

う。

　このように、産業社会における「共創」概念だけでは、経済的貢献としてあ

らわれないような共生関係や、関係性の変化がとらえられないばかりか、そ

こで生じる排除の実態を覆い隠すことになってしまうという問題がある。

1.2 「創造的共生」を土台とした共創のあり方
　では、経済的貢献のような、資本主義社会におけるマジョリティによって

支持される価値や規範を前提としない「共創」の可能性はいかに明らかにしう
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るのだろうか。本『共創ジャーナル』は前身の『未来共生学ジャーナル』を継承

したものである。したがって、未来共生学のコンセプトや、その目指したと

ころを継承、発展させるところに共創の可能性が立ち現れると思われる。

　未来共生学においては多様な分野の研究者によって、マジョリティによる

マイノリティの同化や、同化はされないがマイノリティとして存在が許容さ

れるにとどまる統合主義とは異なり、様々な背景を持つ人たちが対等な関係

を構築しようとする「創造的な共生」の可能性を探究していた。このような対

等な関係を目指すには、マイノリティの問題を対象とするだけではなく、不

均衡な状況を作り出す構造や、その構造を支えるマジョリティについて問い

直す必要がある。

　このような共生をめぐる基盤的な考え方は、次のようなモデルとして提示

されている。（ここでは、ある社会におけるマジョリティをA、マイノリティ

をBとする）。

同化主義　A+B→A

統合主義　A+B→A+B

創造的共生 A+B→A’+B’+α（志水 2014; 平沢 2014）

　志水によると「AとBが出会い、相互関係が進展していく過程のなかで、A

も変わる、Bも変わる。そして新たな価値αが生じる」（志水 2014: 45）とい

うのが「創造的共生」であるという。そのため「他者との関係性において自ら
4 4

を変革していく
4 4 4 4 4 4 4

こと。それこそが、共生実現のための前提条件となる」（志水 

2014: 45, 傍点引用者）。また、実践の現場においては、さらなる取り組みに

繫がっていく「共生の諸課題」を見出すこと自体が、このモデルでいうαであ

るという議論もなされている（山本 2017）。

　新たな価値や課題を見出しながらマジョリティとマイノリティが相互変化

していく創造的な共生は、社会学者の塩原良和のいう対話的な多文化主義を

通した「分かりあいから変わりあいへ」といった問題意識や方向性（塩原 2012: 

147-149）と軌を一にする。

　さらに、塩原の議論の背後には、過去四半世紀以上にわたる共生の文脈で

いうと、70年代後半以降一貫して共生をテーマに議論を展開してきた花崎皋

平の共生論がある。花崎は「共生」をめぐる思想的な課題に関して次のように
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述べている。

　今日の〈共生〉の第１の課題は、多数者が少数者の文化や生活習慣を排

除したり、同化吸収するのではなく、多文化主義に立脚する市民・民衆

関係をつくりだすことにある。多文化主義は、先住民族の権利回復や移

民など国境を超える民衆移動の増大によって必要になってきた社会統合

の理念であるが、これからの〈共生〉の思想としては、さらにそれを越え

て文化の相互浸透
4 4 4 4 4 4 4

、
 

相互影響を歓迎する倫理と思想を醸成すること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が求

められている。（花崎 1997: 274, 傍点引用者）

　花崎は諸文化を固定的なものとみなすのではなく、時間とともに重なり合

い相互に変化をもたらすものとみなす。近年、欧米を中心に多文化主義にお

ける文化間の没交渉が、排外主義にたいする有効な手立てとならなかったこ

とに対する反省から、文化間の相互浸透性を重視する間文化主義が注目され

ているが、花崎の共生論はこの問題意識を先駆的にとらえたものであるとい

える。

　前述のモデルに照らし合わせると、日本社会に広く流布していた、かつて

の同質的な単一民族神話が同化主義、諸文化やその間の境界を固定的なもの

とみなしたうえで社会統合を目指す多文化主義が統合主義、諸文化間の相互

浸透性やそれに伴う変化を重視する、対話的な多文化主義や間文化主義が創

造的共生であるといえる。

　そして、塩原が「まず変わらなければならないのはマジョリティの側であり、

マイノリティに対して『変われ』という権利は誰にもない」（塩原 2012: 149注

5）というように、社会において多数であったり、優位な立場にあったりす

る人々の変化にこそ、焦点を当てることが求められている。この点を看過し、

変わりあいのキャッチフレーズのもとにマイノリティの変化を第一に求める

ならば、同化主義と変わらなくなるだろう。

　以上のような、創造的共生に関する議論を踏まえて、改めて「共創」につい

て検討したい。創造という語は、何か新たなものを作り出すことをあらかじ

め目的とする、主体的、意図的な行為を想起させる。しかし、今日的な共生
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において必要とされているのが、AとBの出会いがそれぞれ単独では生じな

い変化（A’、B’）や、あらかじめ予測できないような課題の発見、新たな関係

性や価値の創出（＋α）であるということを鑑みると、創造的共生を「創発 3」

概念で捉え直していくことが重要であると思われる。創造的共生を土台とし

つつも、そのような予測不可能性や還元不可能性をより明確に示しうる用語

として「創発的共生」が妥当であるように思われる。そして本研究における共

創はこの創発的共生を意味するものとしたい。

　以上、本章では、本研究における共創の捉え方について論じてきた。今日、

共創が必要となる課題が様々な領域に存在するが、その中の一つに、本研究

が焦点を当てる「イスラームをめぐる共生」が挙げられる。なぜなら日本では

一般的に社会問題としてとらえられていないものの、次章で見るように様々

なレベルの問題がすでに生じているからである。

2. イスラームをめぐる共生の課題：不可視化と悪循環

　近年、東南アジアやアラブ諸国など、イスラーム圏からの観光客の増加に

伴うハラール・フードや礼拝室の整備等のいわゆるインバウンド政策・ビジネ

スへの注目が高まっている。このようなインフラの整備はある程度の経済効

果が見込まれるため注目を集めやすいが、日本社会に定住しているムスリム

の生活上の問題やそれを支える偏見、排外的な動きとなると十分に研究、議

論がなされているとは言えない。

　今日、日本に暮らすムスリムは17万人以上であると言われている（毎日新

聞 2018年9月26日）。他にも18万人5千人（ピュー・リサーチセンター 2011

年1月27日）とも、20～ 30万人（産経新聞 2019年9月12日）とも推定されて

いる。現在、在日ブラジル人が約18万人（白垣 2018）といわれているが、国

内のムスリムも同規模の人口を有しているといえる。モスクの数も80年代初

頭は4ヵ所であったが現在は100ヵ所以上に及ぶ（店田 2018）。各地に大規模

なモスクも建設され、イスラームの定着が可視化されつつある。2018年には

外国人労働者政策に進展がみられ、東南アジアのイスラーム諸国からの移住

者をはじめ、ムスリムの人口は今後一層の増加が見込まれる。
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　本章では、日常的な問題やその背後にある偏見と事件の悪循環の存在につ

いて指摘することで、本研究の言う共創の必要性についてより明確にする。

前述の志水（2014）によると、共生が必要となるのは相互作用レベル、地域レ

ベル、国家レベル、国際レベルといった多層的な領域においてである。以下、

それぞれのレベルについて具体的に見ていこう。

2.1 相互作用・地域レベル
2.1.1. イスラーム対応、モスク建設への反対

　イスラームの定着とともに、モスクの建設や学校の環境や墓地建設など、

地域レベルでの課題が顕在化してきている。

　礼拝場所の確保のためモスクの建設が全国で進んできたが、2000年代には、

岡山、福岡、石川、富山などでの建設計画に対して反対運動が起こっている。

騒音への心配に加え、テロや過激派などといったネガティヴなイメージによ

る住民からの反対により、中には建設中止となるケースもあったという（店田 

2015: 85-88）。モスクだけではなく、土葬を基本とするムスリムの墓地不足

もしばしば指摘されている。墓地整備にあたっては、仏教系寺院による土地

の提供といった協力がなされることもあった（小村 2015: 97）。一方、栃木県

では「中東でテロなども起きていて、イスラム教に怖いイメージがあった」等

の理由により、建設予定地周辺の住民から計663人分の反対署名が市へ提出

された結果、計画は頓挫している（産経新聞 2019年9月12日）。

　ここで注目すべきは、モスクにせよ、墓地にせよ反対意見として挙げられ

ていたのが、単によく知らないということだけではなく、イスラームという

だけで「テロ」や「過激派」と結び付けられていたという点である。報道等によ

るイメージが地域レベルでの共生の課題に繫がっていることがわかる。

　また、オンライン上での反発も散見される。2019年12月、多文化共生を目

指して、ムスリム児童を念頭に置いたと思われる除去食等、学校給食の対応

を静岡県が検討中である旨報道がなされた（産経新聞 2019年12月12日）。対

応の趣旨が十分に理解されることがないままに、オンライン上では反対意見

が相次ぎ、静岡県の対応を「多文化強制」や「他文化強制」と揶揄するコメント

も散見された。国内で生まれ育った「日本人ムスリム」も数多く学校に在籍し
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ているにもかかわらず、すべてのムスリム児童が外国からきたと考えている

ような論調もあり、一般的にイスラームは未だに「異文化」であり、「外国」の

ものであるという認識が根強いことがうかがえる。

２．２．２ 不安、脅迫、いじめ

　このような、ネガティヴなイメージによる批判や反対運動は、日常的な相

互作用の場面における漠然とした不安に繫がり、時に脅迫、いじめといった

問題へと発展する。

　イスラーム神学者であり改宗ムスリムである松山洋平は、あるインタビュー

で、ムスリムではない日本人と話す際には「いつ相手が怒りはじめるか？イス

ラムを罵りはじめるかもしれないという、小さな恐怖心が心の片隅にあ」ると

述べている（佐藤 2015: 168）。他にも、中東研究者の片倉もとこの助手を務

めた経験のある女性ムスリムの河田尚子は、コンヴァージョンに先立って「も

し日本の社会体制ががらりと変わって、イスラームなどが弾圧されるような

事態になったらどうしよう」という不安があったという（河田 2004: 225）。

　このような漠然とした不安が、海外での事件の報道を機に実際の行動とし

て顕在化することもあった。例えば、2015年のシリアでの日本人人質殺害事

件の際には、モスクへの次のような脅迫や嫌がらせが発生している。

「日本から出て行け」「家族構成は分かっている」といった内容で、愛知県

一宮市の別のモスクには「殺す」との脅迫もあった。名古屋モスクには「日

本人の敵だ」と中傷するメールも送られ、警察に届け出た。

以前から偏見は強いと感じてきた。（…）クレシさんは「一気に『ヘイト

（悪）』が向かってくるかも」と恐れている。（毎日新聞 2015年2月5日）　

　さらに、これらの日常的な抑圧は子どもたちにとってはより顕著なものと

なる。クレシさんの子供は次のような経験をしている。

「お前、爆弾巻いてるの？」と聞かれ、クラスが笑いに包まれたが、教諭

は放置したという。三男はこれを機に一時、不登校になった。（同記事）
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　他にも、日本で生まれ育ったいわゆるボーン・ムスリム（生まれながら

のムスリム）の生徒が学校で「ビン・ラディン殺してやる。ビン・ラディ

ンの仲間のお前も殺してやる」と同級生から言われたという声も聴かれ

る（佐藤 2015: 116）。

2.2 国家レベル：監視や個人情報の収集
　日本の日常において、現在ムスリムが感じている抑圧的な状況は個人的、

地域的なレベルだけではなく、日本人を含めたムスリムと国家との関係によっ

ても生じている。2010年、インターネットを介して公安警察の蓄積していた

個人情報が流出し、日本人を含むムスリムが国家による監視の対象となって

きたことが明らかになった。流出したデータによると、東京都内のモスクを

はじめハラール食品店、レストラン、個人宅などムスリムに関係する場所が

監視の対象となり、個人情報が調査・蓄積されていた（青木ら編 2011）。

　このような国家からの合法的な監視や個人情報の収集という問題は、情報

流出の際に若干報道があったものの、それほど社会的な注目を集めるもので

はなかった。人文社会科学における議論もなされた形跡はなくほとんどなく、

「テロ等準備罪（いわゆる共謀罪）」に通じる法的な問題として、弁護士や法学

関係者による若干の論考があるのみである（倉地 2012; 井桁 2014等）。

2.3 国際的レベル：テロとの戦い
　国家との関係同様、多文化共生の文脈では触れられることの少ない点だが、

グローバルな動向における課題として指摘しておく必要があるのが、2001年

9.11以降のアメリカの「対テロ戦争」支持についてである。日本政府は日米安

保体制の一環として、東インド洋上でのアメリカ艦船への給油といった「後方

支援」や、イラクへの自衛隊派遣などが、憲法上の問題、関連法案の整備の

問題が指摘されつつも「対テロ」という大義名分によって行われてきた（延近 

2018: 307-309）。その過程では2003年10月オサマ・ビンラーデンが「日本を

含む有志連合国の六ケ国に対してアメリカへの協力を続ければ攻撃の標的と

なりうるとの警告声明を発表」するといった場面もあった（延近 2018: 309）。
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　その後オバマ政権時に「対テロ戦争」という表現は用いられなくなったもの

の、日本政府によるアメリカの中東政策への支援は続いた。そして、2015年、

安倍首相のエジプト・カイロでの演説を受け、イスラミック・ステートは「あ

なたは自ら進んで（対「イスラム国」の）十字軍への参加を志願したのだ。」と

述べるに至った（朝日新聞 2015年1月20日）。周知のとおり、この宣言の後、

当時拘束されていた日本人二名は殺害される結果となってしまった。そして、

この事件の報道をうけ、国内では前述のようなモスクへの脅迫等が生じている。

　これまでに見てきたことからも、諸レベルの共生の課題は、それぞれ独立

に存在しているのではなく、相互にかかわりあいながら深まっていくという、

悪循環が生じていることがわかる。つまり、イスラームに対する偏見や無理

解が、日本政府によるアメリカの外交政策や武力行使の支持を正当化する要

因となる。そして、何らかの事件が生じた際には、さらに日本国内のイスラー

ムへの偏見が高まりいじめや排外的な動きにつながったり、超法規的な監視

や個人情報の収集が無批判になされたりしていく、という悪循環である。

2.4 マスメディアの対応における問題：表象と「転載」
　このように、事件が発生した際の報道は悪循環を強化するものとして機能

してしまうことがあるが、そのような報道におけるメディアの問題もすでに

指摘されている。

　アフガニスタン・イラク戦争当時、マスメディアの問題として特に国内外

のジェンダー研究者たちによって指摘されたのが、十分な根拠もなく武力行

使に踏み切ったブッシュ政権による「女性解放」というレトリックである。当

時、マスメディアでは対テロ戦争を「女性解放」のための戦争であると喧伝さ

れていたが、実際には米軍の作戦により多数の民間人女性や子どもが死亡し

ている（藤目 2007: 21-22）。それにもかかわらず、「日本においても、対『テロ』

戦争が女性を解放したという表象はマスメディアを席巻し」、女性やこどもの

教育が日本の支援によってなされることが強調されるような報道も見られた

（藤目 2007: 22-23）。このようなメディアにおける表象は、軍事行動を支持す

る日本政府への批判を阻害するものとして機能してしまう。

　続いて、日本社会において生じたメディア関連の問題について見ていこう。
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預言者ムハンマドの風刺画をめぐっては、2005年のデンマークの新聞社によ

る掲載をきっかけにイスラーム諸国で大規模な反対デモが生じていた。中に

はデンマーク大使館への襲撃にまで発展するものもあった。

　この事件をきっかけに学術的にも風刺画や「表現の自由」に関する多くの議

論がなされた。例えば、2007年に同志社大学一神教学際研究センターが出版

した論集『EUとイスラームの宗教的伝統は共存できるのか：「ムハンマドの

風刺画」事件の本質』では様々な角度からこの問題が詳述されている。同書で

は世界各国でデモが発生する中、シャルリー・エブド社が風刺画を「転載」し、

通常の3倍近い売り上げとなったことや、その際フランス・イスラーム委員会

が「転載」に対する差し止めの訴訟を起こしたこと（モール 2007: 38）や、当時

のエジプトのムバーラク大統領の「風刺画の出版問題を軽視し、繊細に扱わな

いことにより、テロや原理主義が台頭するための言い訳を与えてしまう」とい

う見解も引用されている（ノーフ 2007: 140）。

　しかし、これらの報道や議論は日本ではほとんど顧みられず、一般的な常

識にまで浸透するには至らなかった。2015年のシャルリー・エブド社による

風刺画事件の報道の際には、東京新聞の紙面上に二度の転載 4がなされ、発行

元の新聞社前ではムスリム達によるデモが起こっている（佐藤 2015: 14-25）。

その後、東京新聞は謝罪を行ったが、その経緯においても新聞社の担当者が、

わざわざ該当する風刺画を見せて確認を取ろうとし、それをムスリムが拒否

するという場面もあったという（佐藤 2015: 31-32）。このように、アフガニス

タン・イラク戦争や風刺画事件に関する報道など、中立的な姿勢が求められ

る場面においてもある種の偏りがみられ、悪循環の一因となってきたのだと

考えられる。

2.5 人文社会科学との関係：研究者のバイアス、無理解
　さらに、イスラームをめぐる共生の課題が社会問題としてはとらえられて

いない理由の一つとして、研究者自身が内面化した偏見やバイアスが存在す

る。以下、大学の講義や出版という学術的な場における議論のあり方自体が

問題の原因となり得ることを、引き続き風刺画事件にまつわる筆者自身の二

つの経験から指摘したい 5。
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　一つ目の事例は筆者が所属する大学の講義での出来事である。2016年に筆

者が受けた、ある講義では「風刺画」と「表現の自由」の問題が取り上げられ

た。講義の担当教員は、直接的にイスラームを研究対象とはしていないもの

の、ムスリムが大多数の地域で長年に渡り調査研究を行ってきていた。講義

室では議論のきっかけとしてシャルリー・エブド社の風刺画がスクリーンに

大写しにされた。筆者は以前、既に講義レポートで自分が改宗ムスリムであ

ると表明していたこと、風刺画を見ることに心理的負担があることを伝える

と、教員は「では、こっちを見ていてください」と風刺画が写っていない部分

を指した。その後若干の間をおいて、次のスライドへ進んだ。風刺画を写し

たことに関する言明は特になかった。これは、研究者としてムスリムとの長

年の交流や研究実績があったとしても、風刺画がムスリムにとってどのよう

な意味を持つのかを十分に理解していないことを示す事例であると言える。

　二つ目は、学術書における転載の問題である。この講義から数週間ほど後、

書店にて『社会的分断を乗り越える－他者と出会いなおす想像力』という新

刊本を手に取った。同書にも風刺画事件を扱った論文が掲載されていた。

　著者の清水和子は、チャールズ・テイラーによる「世俗主義」の再定義の必

要性や、タラル・アサドによるマイノリティの表象の問題など、ポスト世俗

主義理論を参照しながら議論を進める。清水は、風刺画事件を契機に再び注

目を浴びるイスラーム・フォビアに象徴される諸問題は「グローバル化に対応

できない国家の統治の構造的な諸問題を隠蔽／回避するために作られた偽り
4 4

の
4

問題」（清水 2017: 201, 傍点原著者）ではないかと指摘し、「リベラリズム対

原理主義」という二項対立に陥らぬよう、「多義性」や「重層性」の重要性を強

調する。

　この議論自体には頷ける点があったものの、最後の数ページにたどり着き

愕然とした。「リベラリズム対原理主義」の二項対立に還元されない選択肢と

して、清水が再び希望を見出すのが、シャルリー・エブド社の風刺画なので

ある。そのことを明確に示すように紙面上には風刺画が転載されていた。こ

の第二の事例は、ポスト・コロニアルな議論を踏まえていても、「転載」がム

スリムの読者にどのような影響を与えるのかが理解されていないと思わされ

るものであった。



未来共創  第 7 号（2020） 173

　これら二つの事例で使用されたのは、東京新聞が転載し、デモのきっかけ

となったのと同じ風刺画だった。このことからもわかるように、それまでに

問題となってきた風刺画の「転載」に対する議論や、事例の参照が不足してい

るが故に、問題を批判的に乗り越えうるはずの学術的な実践自体において問

題が再生産されるという事態が生じてしまっている。

　以上、生活環境や漠然とした不安という日常的なレベルから、脅迫、監視

という社会的なレベル、風刺画の「転載」という学術的なレベルに至るまで、

日本社会においてイスラームをめぐる共生の課題が存在し、偏見と事件の悪

循環の存在が、それらの課題を不可視化し、克服を妨げているということを

指摘した。さらにこれらの状況を改善する可能性を持つ報道や研究というレ

ベルにおいても、ある種のバイアスにより、社会問題とは捉えられず、さら

に問題が再生産されてしまうという状況に陥っている。

　本研究で問題としたいのが、これらのバイアスやネガティヴなイメージが

社会的に温存されたままでは、諸々の「対応」がコストとして意識され、ムス

リムの増加と共により大きな反発が生じかねないという点である。そのよう

な状況は、ムスリムの増加やイスラームの定着が数十年早く進行した欧米社

会において、すでに社会問題として顕在化している。2001年の9.11以降のイ

スラームへの偏見の高まり、移民の増加に伴うナショナリズムの興隆や極右

政党の台頭、反イスラーム・反移民団体によるデモ活動など、排外主義や社

会的分断が社会問題化している。

　日本社会においては未だムスリムの存在がそれほど可視化されていないこ

ともあり、社会問題として一般的に認知されているとは言い難いが、上述の

ように一部はすでに顕在化しており、今後より表面化する可能性がある。諸

レベルにおける問題の克服を個別的に検討するためにも、前提となる部分で

の悪循環を好転させうるような、創発的共生あるいは共創の探究が必要となる。

3. 「日本人ムスリム」への着目とコンヴァージョン研究の可能性

　様々なレベルでの問題が交差する状況の中、イスラームをめぐる共生を目

指した議論が日本においてもなされ始めた。宗教社会学においては多文化共
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生の文脈で「滞日（在日）ムスリム」と呼ばれる外国籍ムスリムを対象とする研

究が進められてきている。今後外国人労働者がますます増加すると見込まれ

る中、移民の実態や各々の出身地と日本の主流社会の文化的な違いについて

知ることは非常に重要である。一方で、これらの研究においてイスラームは「移

民たちの宗教」（三木・櫻井編 2012）や「異教」（三木編 2017）として表象されて

いる。日本社会の問題としての共生を論じる際に、イスラームの他者性を強

調するような概念化のみにとどまるのであれば問題含みであるといえる。

　イスラーム学者であり自身も改宗ムスリムである中田考は、イスラームを

「異文化」であるとした上で「客観的」に理解しようということの問題点につい

て、次のように述べている。

 「イスラーム教では豚肉はタブーである」、「イスラーム教はインドネシ

ア人の多数を占める宗教である」といったイスラームに関する我々の知

は、「客観的知識」として「異文化」のカテゴリーの項目にファイルされ、

その時点でイスラームは「我々」「日本人」とは無関係なものとなり、両

者の観念連合の回路は遮断される。異文化としてのイスラーム認識には、

イスラームを我々自身の主体的問題として考える契機が欠けている。（中

田 2016: 13-14）

　このように、従来の境界を前提とし

た、「他者」に関する「客観的知識」の

蓄積だけでは、前章でみたようなイス

ラームをめぐる諸問題も、日本社会お

ける問題としては十分に認識されえな

い（図１）。問題の悪循環や偏見を主に

担ってきたのが、マジョリティの側であったことを鑑みると、やはり第一章

で指摘した文化的、思想的なレベルでの相互浸透性や「変わりあい」、特にマ

ジョリティの変化を通した境界の相対化が必要であると思われる。

　このような相対化をもたらす媒介的な存在として、欧米の研究では改宗ム

スリムが注目されている（Roald 2004; Zebiri 2007等）。日本においても十数

図1：認識論上の境界

日本の主流社会

日本人

自己・自文化

（A）

イスラーム

ムスリム

他者・異文化

（B）
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万人のムスリムの内、一万数千人が改宗ムスリムであるといわれており（店田 

2018）6、日本人ムスリムを対象とした研究もなされ始めている。

　本章では、日本人ムスリムに焦点をあてた先行研究における「日本的イス

ラーム」と「異化を通じた社会統合」の二つのアプローチを取り上げ、それぞ

れの課題について論じることで、コンヴァージョン研究の可能性を浮き彫り

にする。

3.1 「日本的イスラーム」アプローチ
　最初にまず、一つ目の「日本的イスラーム」アプローチについて見ていこう。

　宗教社会学者の小村は2015年の著書『イスラームと日本が出会うとき：そ

の歴史と可能性』において、戦前・戦後の日本におけるイスラームの展開につ

いて論じている。同書は、すでに日本人のコンヴァージョン自体に一世紀以

上の歴史があり、日本人とイスラームの関係が目新しいものではないという

ことを示唆するという意味で、「異文化」「異教」としてのイスラーム像を相対

化させうる。

　一方で、小村の議論には、イスラームは戒律が厳しく、そのままでは日本

社会には適合しない、という小村自身の素朴かつ本質主義的なイスラーム及

び日本社会、日本人理解がしばしば現れる。例えば、小村はイスラームと日

本社会の違いを次のように描写している。

多くの日本人にとって、イスラームは戒律の厳しいというイメージであ

る。このような日常生活や宗教儀礼等において事細かく規則がある宗教

は日本人の宗教観に合わない。(小村 2015: 213-214)

　その結果、日本社会においては「ムスリムであることを強調すればするほど

社会から疎外されることになる」（小村 2015: 242）としてイスラームの「土着

化」の必要性を説く。

イスラームは六信五行を根幹とする変わらない宗教である。だが、イス

ラームが多くの日本人、あるいは日本社会に受け入れられるためには、
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日本への「土着化」が必要になる。(小村 2015: 160)

　このような「土着化」の先例として小村が再評価するのが、戦前の有賀文八

郎の「日本イスラム教」や、80年代の新宗教団体「日本イスラム教団」による「日

本的イスラーム」という試みである。

　有賀文八郎の「日本イスラム教信仰箇条」では、金曜礼拝への参加や、唯一

神の崇拝や預言者の敬愛、飲酒・豚肉の忌避などイスラームの基本的な行為

規範が説かれているという。しかし、飲酒・豚肉の忌避にはそれぞれ但し書

きがつき「健康に害なく、狂態に陥らざる者」に関しては飲酒が、適当な「副

食物」を得られない場合は豚肉を食べることが許容されるとしている。また、

皇室に対する敬意や、国家を愛護するためには「死力」をもって奮闘する、と

行った項目があるなどナショナリズム的な側面も強い。また、神道における「天

之御中主神」を唯一神と解釈することで当時の日本人に受け入れやすいものと

している。

　小村が「日本的イスラーム」としてもう一つ取り上げているのが、70年代中

盤から80年代にかけて活動した新宗教団体「日本イスラム教団」である。日本

イスラム教団は、旧日本軍の731部隊出身の開業医、二木秀雄によるものだが、

実質的には「イスラーム団体というよりは「二木のための教団」であり、無償

で医療を提供する代わりに収集した患者の個人情報を流用し、本人の知らぬ

間にイスラームに改宗したものとされ、その実績をもとに海外のイスラーム

団体から活動資金を得ていたこともあったという。

　このように、曰く付きでありながらも活発に活動した「日本イスラム教団」

を思想面で支えたのが、教団専務理事の安倍治夫による「大乗イスラーム」思

想であるという。小村によると安倍は「大乗イスラーム」の特徴として、シャ

リーア 7の近代化、自国語での礼拝、教義の普遍化、戒律の象徴化の四事項を

挙げ、これらは「現代のすべてのムスリムに課せられた切実な課題」であると

説いていた。

　ただし、自国語での礼拝や、戒律の象徴化などは大多数のムスリムにとっ

ては「逸脱」的なものと捉えられるということを、小村自身認めている。社会

学者小室直樹の「海外のムスリムたちにこうした日本人ムスリムの存在は受け
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入れられないだろう」というコメントを引用していることからも、社会に合わ

せて恣意的にイスラームを変容させようとすることの問題を自覚しているよ

うである。

　それでも小村は今後の日本社会における「日本的イスラーム」の必要性を以

下のように述べている。

日本社会が変貌する中で、仏教やキリスト教といった伝統的宗教もこれ

まで以上に変容せざるを得ない状況にある。イスラームも同様である。

「大乗イスラーム」の思想のように「日本的イスラーム」の試みはあった。

しかしながら一方で、他のイスラーム団体が望むイスラーム法学派の解

釈に根ざしたイスラームを日本に広めようとする動きを見てみると、日

本のイスラームは現在においても、まだ日本社会に適合していない段階

にあるといわざるを得ない。（小村 2015: 204）

　このように、小村が強調する「日本的イスラーム」は、イスラームの法学的

側面軽視し、その信条的側面の中で日本の主流社会と共通する、もしくは理

解しやすい要素のみを抜き出したものであると言える。

　小村の議論は、差異の強調が「疎外」を生み出すという重要な指摘をしてお

り、また、日本の主流社会とイスラームの共通点に焦点を当てることは、認

識論上の境界を問い直しうるという意義がある。しかし、日本の主流社会へ

の適合、土着化の必要性を強調するこ

とは、必ずしも「日本的」ではないムス

リムの持つ差異を覆い隠し、結果的に

不当なものとしてしまうことに繫がり

かねない。前述の共生モデルでいうと

同化主義（A+B→A）的なものとなってし

まう危険性がある（図2）。

3.2 「異化を通じた社会統合」アプローチ
　このような小村の議論とは逆に、政治哲学におけるポスト世俗主義的な観

図2：「日本的イスラーム」構想
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点から日本人ムスリムの持つ「差異」をこそ強調すべきであるとするのが、高

田宏史の「異化を通じた社会統合」というアプローチである。

　高田は2012年の論文「ポスト世俗主義のアイデンティティ・ポリティクス」

でまず、前提となる「ポスト世俗主義」について、ホセ・カサノヴァ、ユルゲン・

ハーバーマス、タラル・アサド、チャールズ・テイラーの議論を通して整理し

ていく。高田によると、1980年代の「宗教復興」と呼ばれる状況を受け、90

年代以降、世俗主義の問い直しが政治哲学の論点となっていく。このような

状況の中啓蒙の進展により「宗教」が衰退するという「衰退説」や、「宗教」が公

共領域からは排除され私的なものとなる「私事化説」は誤りであるとする、カ

サノヴァの「公共宗教」論が注目を浴びる。ハーバーマスもまた、公共領域に

おける宗教の一定の役割を肯定的に評価し、リベラルな立憲国家の元では世

俗的な市民も宗教的な市民も相互に尊重し合わなければならないと説く。

　次いで、高田はハーバーマス的な、形而上学的な世界観に限定された「宗教」

概念を批判するアサドの議論を取り上げる。アサドは「宗教」と呼ばれるもの

を「固有の歴史的コンテクストにおける世界観・制度・実践の総体」であると捉

える。そして、この「世界観・制度・実践の総体」としての「宗教」は、「単に認

識上の世界を規定するだけではなく、数々の儀礼を通じて身体化されてさえ

いる」（高田 2012: 70）。そして、このような意味における「宗教」に対比され

る際たるものは「国民国家」であるという。

　このようなアサドのポスト世俗主義理論を高田は、実践的に日本人ムスリ

ムのアイデンティティ・ポリティクス研究に応用する。日本人ムスリムはム

スリムとしての「宗教的アイデンティティ」を持ちながら日本国民としての「政

治的・社会的アイデンティティ」を持ち、それらのアイデンティティが内面的

なレベルだけではなく、身体的なレベルで齟齬をきたすことになる存在であ

るとされる。高田にとって、このようなアイデンティティの問題を抱えうる

日本人ムスリムは、日本社会の「内なる存在」でありながら「他者」、言い換え

ると「内なる他者」である。

　従来の世俗化論に基づくと、アイデンティティの齟齬をきたした「内なる他

者」には、ムスリムという「宗教的アイデンティティ」を、日本国民という「政

治的・社会的アイデンティティ」に適合させていくことが求められる。このよ
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うな従来の発想からは、小村が論じたような「日本的イスラーム」が正当化さ

れることになる。

　しかし、高田は「日本的イスラーム」構想を次の三つの点で批判する。一つ

目は、イスラームを日本の生活実践に即してある程度カスタマイズすること

ができてもそこには必ずなんらかの「差異」が残存するという点、二つ目は、

イスラームの実践を「日本化」することで「日本人」がイスラームを理解する

必要性もモチベーションも失うという点、三つ目は前節で指摘したのと同様、

このプロジェクトがイスラームの日本社会への「同化」を目指すものであると

いう点である。

　高田は「日本的イスラーム」ではなく、ポスト世俗主義の政治哲学者コノリー

の「アゴーン的敬意」という議論が示唆を与えてくれるという。高田によると、

コノリーの闘技（アゴーン）関係において、マジョリティの側は、「これまで正

当性を承認されることのなかった存在者による異議申し立てに対して、推定

的な正統性を認めて対応する『批判的応答性』を持つ」（高田 2012: 85）べきで

あるとされる。そしてマイノリティの側はマジョリティとの「差異」を強調す

ることが期待される。このような関係性において、高田はマイノリティとし

ての日本人ムスリムに対して、次のように期待している。

どんなに「日本化」してもそこにムスリムとして譲ることのできない一線

が「差異」として残存し続けるのであれば、日本人ムスリムはむしろその

差異をこそ強調すべきである。このことは同時に差異に基づく拒絶と戦

い続けるということを意味するだろう。また、「差異」の強調は、マジョ

リティ側にその差異を「理解」するための必要性とモチベーションを提供

することになるだろう。さらにこの闘技は、そのプロセスのさいに社会

統合において「何が」共有されるべきであって、また「何が」差異として残

存していくことはできるか、を明らかにする方向へ向かうだろう。（高田 

2012: 85）

　このようにして、日本人ムスリムがムスリムとしてのアイデンティティを

強調することによって「共生への方途を模索」することが可能となるという。
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そしてその先に、同化ではなく「異化

を通じた社会統合」を目指すことを提

唱している（図3）。

　以上のような高田の議論は、同化主

義に対する統合主義（A+B→A+B）的

なものとしては理論上妥当性がある

だろう。しかし、前章で見たような日

本社会の現状を踏まえると、やはり小村が指摘したような「疎外」の問題が生

じうる。

　高田は、日本人ムスリムは「差異」を強調することで世俗的な主流社会との

「闘技」関係に入り「差異に基づく拒絶と戦い続ける」べきであるというが、日

常的に不安を覚えることがあり、個人情報の収集対象となり、さらに「日本か

ら出て行け」といわれることもあるムスリムにとって、ことさらに差異を強調

することは、非常に大きな負担となりえる。さらに、給食や墓地、モスク建

設への反発が生じているように、強調された差異が社会的にはコストとして

捉えられるというリスクもある。

　理論上は、コノリーの闘技関係において、マジョリティの側は「批判的応答

性」をもつことが要請される。しかし、風刺画をめぐっては、報道や学術的な

議論や実践においてすら、その「転載」の問題について、十分に理解されてい

なかった。現時点ではマジョリティの「批判的応答性」がどの程度現実的に発

揮されるのかという点において疑問がある。日本の主流社会でイスラームが

「異文化」「異教」や「移民の宗教」等、すでに「差異」ある「他者」として境界が引

かれてきた中で、「差異」を強調するだけでは、排外的な動きへの対抗言説に

はなり得ないどころか、それを正当化する根拠にすらなってしまう可能性が

あるのではないか。

この点については、高田自身も何らかのリスク回避の手立てが必要だと考え

たようであり、「差異を強調する闘技のプロジェクトは、『日本的なもの』にイ

スラームの宗教的実践を適合させていくプロジェクトと並行して行わなけれ

ばならない」（高田 2012: 86）と述べている。一旦批判した「日本的イスラーム」

を今度は肯定的に捉える矛盾を孕むアプローチとなっている。

図3：異化を通じた社会統合
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3.3 「コンヴァージョン」アプローチ
　これまでに見てきたように、イスラームの日本の主流社会への適合の意義

を強調すると、差異を覆い隠す同化という問題が生じ、差異を強調すると他

者性が強化されるというジレンマが存在する。このジレンマを解消しうるア

プローチとして、その差異が個々人によっていかに理解されるに至るのかと

いうプロセスを示すコンヴァージョン・アプローチに可能性がある。

　確かに、日本社会の基盤の一つとなっている西洋近代的諸価値とイスラー

ム的諸価値は「共約不可能」であるといわれる（内藤 2013: 32）ように、日本の

主流社会とイスラームの間には簡単には解消しえないような差異が存在する。

コンヴァージョン研究は共時的には共約不可能といわれる差異が、個々人に

よっていかに理解されるのかというプロセスを示しうる。それゆえ同化主義

に陥ることや、統合主義にとどまることなく、マジョリティの変化（A’）を通

した創発的共生を捉えるアプローチとなりうる。

　ただし、現時点ではこのような観点から研究を行うことの意義が十分に理

解されているとは言い難い。本稿の最後の議論として、コンヴァージョン研

究の現状と課題について述べたい。

　今日、「日本人ムスリム」のうち改宗ムスリムは約1万4千人（店田 2018）で

あるとされる。その数は年々増加しており、例えば渋谷区にある東京ジャー

ミーでは毎月約10名（TRT 2019年11月7日）が、名古屋モスクでは毎年50

名程度（宗教法人名古屋イスラミックセンター 2018年2月17日）がコンヴァー

ジョンに至っているという。統計データはないものの、全国100ヵ所のモス

クでの数を合わせると年間数百名に上ると思われる。

　こうした増加の傾向にあるものの、日本ではそのプロセスは未だ本格的に

研究されてはいない。先行研究では、ムスリムとの交流や海外渡航という要

因も挙げられてはいるものの、「入信には結婚との関係が深い」（田村 2007: 

84）、「日本人ムスリム（ムスリマ）が誕生するケースの多くは、ほぼムスリム

（ムスリマ）との結婚を契機とする」（三木 2012: 21）、「これまでの日本人ムス

リムの大半が結婚を媒介にしてイスラームを知り、結婚のために改宗した者

であった」（小村 2015: 246）等、基本的にムスリムとの結婚がコンヴァージョ



桂｜コンヴァージョン研究を通した共創の可能性 182

ンの主要因として説明されてきた。結婚を主要因とする説明は、実際にその

ような人が少なからずいるという実態を反映させたものではあれ、それ以外

のプロセスの諸相は看過されてきた。

　一方、欧米を中心とした研究動向に目を向けると、日本の研究とは大きな

差があることがわかる。ナショナリズムの興隆による排外主義や社会的分断

が問題となる一方で、イスラームへのコンヴァージョンは一つの社会的潮流

として現れており、イギリスで年間5千2百人（Brice 2011）、フランスで年

間約4千人（Le Parisien 2012年10月18日）、米国で約2万人（Bagby, Perl, and 

Froehle 2001）がコンヴァージョンに至っていると推計される。

　このような動向を背景に、90年代から本格的にイスラームへのコンヴァー

ジョン研究がなされはじめた。コンヴァージョン・プロセスは複雑であるも

のの、初期の代表的研究でありイギリスの70名の男女を対象としたキュセ

（1996）では、多くの場合ムスリムとの出会いや報道、イスラーム圏への渡航

等をきっかけにイスラームに関心を持ち、主体的なリサーチを経てコンヴァー

ジョンに至るということが指摘されている。このようなプロセスのあり方は、

その後の2000年代の研究（Roald 2004; Zebiri 2007)から、アメリカの白人ム

スリム女性を対象とした近年の研究（Guimond 2017）に至るまで支持されて

いる。

　一方、結婚は必ずしも重要な要因ではないことが明らかになっている。例

えばピュー・リサーチセンターの調査結果によると、米国において「結婚のた

めの改宗」は全体の9%に過ぎない（ピュー・リサーチセンター 2017年7月26

日）。イギリスにおいても「結婚のため」という要因は全体からみると少数に

とどまり、そのようなステレオタイプは「神話」に過ぎないとされている（Brice 

2011: 18-19, 40）。

　このことは改宗ムスリムやコンヴァージョン・プロセスの類型化にも表れ

ている。ブライスはイギリスの改宗ムスリムを、結婚をはじめ何らかの目的

を主要因とする「便宜的な改宗者converts of convenience」と、知的、感情的な

要因による「確信的（意識的）な改宗者 converts of conviction (conscience)」に

大別し、後者がムスリムという自己認識をもつという（Brice 2011: 2）。また、

イタリアを中心に研究を行ったアッリエーヴィは、結婚や恋愛などの人間関
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係を基本とした「関係的コンヴァージョン les conversions relationnelles」と、個

人的な知的・政治的・精神的な探求の結果である「理性的コンヴァージョン les 

conversions rationnelles」に大別したうえで、後者にイスラームへのコンヴァー

ジョンの特徴を見出している（Allievi 2002: 120-123）。このように、欧米の研

究では個々人の何らかの形での探究が要因として重視されてきたことがわか

る。

　このような動向の影響もあり、近年日本での研究においても個々人の主体

性への着目がなされるようになってきている。女性改宗者がいかに日本社会

を生きるのかという調査を行った安達（2017）では、ある対象者のコンヴァー

ジョンの要因としてイスラームが「合理的」であったという記述が見られる他、

本論文執筆中に出版された小村（2019）においても、イスラームが「非常に論

理的である」という回答があったと述べられている。

　筆者自身も、カツラ（2018）で既刊の二冊の「入信記」を対象に、日本人ムス

リムの80年代から2000年代初頭のコンヴァージョン・プロセスを分析した。

そこでは、日本国内外での必ずしも意図しないムスリムとの出会いや、その

後の議論、書籍等を通じて、イスラームに対する理解が深まり、確信に至っ

ているケースが多く見られた。さらに、どのようにイスラームが「理解」され

るのかという点について検討したところ、キリスト教や仏教との比較という

いわゆる宗教的側面だけではなく、私たちを取り巻く諸前提への懐疑という

哲学的な議論、国際社会における紛争や国内の問題に対して説得力を持ちう

る規範性の探究という社会・政治的な側面、クルアーンにおける科学的な記

述が重要となるといった諸側面が見出された。

　このように、欧米の研究における「理性的コンヴァージョン」にあたるプロ

セスの重要性が日本の研究においても徐々に指摘されてきている。また、当

初は「結婚のため」という便宜的なものであっても、その後勉強会やロールモ

デルとの出会いを通して確信に至る「第二の入信」というコンヴァージョンが

生じることが明らかになっている（工藤 2008）。

　ここで重要となるのが、これらのプロセスには一方的な他者理解だけでは

なく、自己理解の深まりも含まれるという点である。内省的モダニティと呼

ばれる現代社会においては、「人間のコミュニケーションは他者との外的なコ
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ミュニケーションのみならず、自己自身との内的なコミュニケーションによっ

ても成り立っている」ということが指摘されている（船津 2010: 69）。そして、

内的コミュニケーションにより「新たなものが創出されて、自己と他者との関

係が再構成され、新しい状況の形成が可能」となるような「内的世界の創発性

が存在する」という（船津 2010: 69）。

　コンヴァージョン・プロセスにおいても他者とされてきたムスリム、イス

ラームとの関係性だけではなく、自己や自社会のあり方との関係が問い直さ

れることになる。プロセスにおける理解の諸側面は、それぞれの改宗者のも

ともとの関心の延長上に、イスラームが位置付けられているという、「自己と

他者との関係」の「再構成」のあり方を示しているといえる。そのような再構成

の内実に焦点を当てることにより、一般的に無宗教、世俗的、科学的、仏教

や神道、多神教といった表象や自己理解がなされる日本の主流社会や日本人

と、厳格な宗教、移民の宗教、一神教、非科学的、異文化など、他者性が強

調されてきたイスラーム、ムスリムの境界の相対化がなされうる。

　さらに、「内的世界の創発性」は、新たな社会関係の創出へとつながって

いく（船津 2010: 65）。前述のように社会的分断の深刻化する欧米の研究で

は、主流社会とイスラーム、ムスリム・コミュニティとの媒介的な存在として、

改宗者が注目されている。日本社会においても、ノン・ムスリムとの交流や

コミュニティ内の若者のサポート等に

おける「外国人ムスリムの限界」が課題

として挙げられ、自治体への協力、近

隣との交流、宗教間対話、講演・出張

講義、モスクへの見学者対応、ホーム

ページによる発信、メディア対応など

での日本人ムスリムの存在の重要性が

述べられている 8。

　このように、コンヴァージョン研究はそのプロセスにおけるマジョリティ

の内的世界の創発性（A’）を捉えるとともに、日本社会の主流とイスラームの

共通点や差異の理解を通して既存の認識論的境界を相対化しうる。さらにコ

ンヴァージョン以降の実践にも焦点を当てることで、外国籍の人々が大多数

図4：コンヴァージョンを通した共創

日本の主流社会

日本人（A）

イスラーム

ムスリム（B）

コンヴァージョン（A’）
理解の深まり・変化（B’）

共通点・差異の理解
＋関係性の創出、課題の発見（α）
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であるムスリム・コミュニティにおける日本の主流社会に対する理解の深ま

りや変化（B’）を捉えるとともに、新たに創出される関係性や、実践における

課題（+α）がより明確なものとなる可能性がある（図4）。

　イスラームへのコンヴァージョンというと、個人の信仰への目覚めという

「宗教的回心論」がまず想起されるが、マジョリティの変化や社会的な媒介性

という視点を導入することで、同化や他者性の強調という先行するアプロー

チの問題点を克服しうる創発的共生＝共創という文脈への位置付けが可能と

なる。

4. まとめと今後の課題

　以上、本稿では、コンヴァージョン研究を共創の一つの契機として捉えう

ることを論じてきた。そのためにまず第一章で、未だ十分に意味の定まって

いない共創の意味を検討した。既存の議論を手がかりに、一般的に流布して

いる産業的な用法の問題点を指摘し、共創を従来の「創造的共生」を土台とし

た「創発的共生」として捉えうるということを論じた。

　第二章では、そのような意味での共創が必要とされている領域として「イス

ラームをめぐる共生」を取り上げ、日本社会において日常から政策まで様々な

レベルでの課題があることを示した。単に課題があるだけではなく、海外で

の事件をきっかけに、日本国内のイスラームへの偏見が高まり、ムスリムに

対する脅迫、監視等の問題が生じるという悪循環が生じていることや、マス

メディアや既存の人文社会科学的議論の在り方が、時に問題を再生産してし

まいうることを指摘した。

　第三章では、この悪循環を好転させるための一つの方向性として、「日本人

ムスリム」研究による、認識論上の境界の相対化が重要となるが、先行する

「日本的イスラーム」や「異化を通じた社会統合」といったアプローチには同化、

あるいは他者性の強化という課題があることを論じた。その上で、それらの

課題を自覚的に乗り越えていくための出発点として、コンヴァージョン研究

の可能性を提示した。

　このように、本稿では日本社会における共創に関する、コンヴァージョン
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研究の意義と現状及び可能性を述べるにとどまった。今後の課題としては、

実際に日本社会で生まれ育った人々がどのようなプロセスを経てコンヴァー

ジョンに至るのかということや、コンヴァージョン以降の実践について、よ

り詳細に明らかにしていくということが挙げられる。加えて、日本で生まれ

育ったボーン・ムスリムや滞日ムスリムのイスラームとの関わりとも比較す

ることで、より多角的な検討が可能となるだろう。それらの研究結果を、本

稿で示したような具体的な社会問題との関連づけて論じるとともに、他の様々

なコンヴァージョンに関する議論と接続していくことで、人が生きるという

ことの根源的なレベルにおける創発的共生及び共創についての考察を深めて

いきたい。

注

1 コンヴァージョンconversionは様々な意味合いを含み、政治的主張の場合は転向や転身、
宗教的な文脈では改宗や回心といった訳語が与えられる。本研究では信仰への目覚めとい

う宗教的な側面にとどまらず、政治的な側面等も含みこむ包括的な変化という意味合いで

用いるが、これを表す訳語が存在しないため、基本的にカタカナでコンヴァージョンと記

すことにする。ただし、特に人、テクストを指す際には文脈に応じて改宗、入信などの訳

語も用いる。

2 本研究では黒田（2016）のいう（１）固有な世界観である「タウヒード（一化の原理）」、（２）
行動の規範となる「シャリーア」、（３）共同体のありようを示す「ウンマ」の三極構造からな

る信念・価値体系と捉える。

3 創発は分野や論者によって意味合いや強調される点が異なるが、本研究では予測不可能

性という通時的定義及び、諸要素への還元不可能性という共時的定義を持つ概念（中山 
2013）であると捉える。

4 この時掲載された風刺画は事件発生後に発行された号の表紙であった。預言者ムハンマド

と思われる人物が“私はシャルリー Je suis Charie”という標語を掲げ、“すべては許される
TOUT EST PARDONNÉ”という見出しがつけられている。

5 筆者の経験を通して論じるのは、著者や教員の「個人的」な問題を指摘するためではなく、

学術的なパラダイムにおいて自然化され内面化されたものの見方と、当事者としての筆者

の捉え方のズレを可視化させるためである。

6 「日本人ムスリム」と呼ばれる人自体は約4万人であると推定され、その内訳は、改宗者が
1万4千人、第二世代のボーン・ムスリムが2万3千人、帰化したムスリムが3千人である
とされる（店田 2018）。



未来共創  第 7 号（2020） 187

7 「イスラーム法。原義は“水場に至る道”。（…）シャリーアが通常の法と異なるのは、法学

者の学説に立脚する法である点（クルアーンやハディースといった典拠から法学者の解釈

行為を通じて、法規定が導き出される）、狭義の法の対象を超えて社会生活の全てが包摂

される点などである。そこでは法規定は、礼拝やモスク、巡礼といった宗教儀礼に始まり、

結婚・離婚、遺産相続、商行為といった民法の分野のみならず、刑法や訴訟法など国家の

機能にかかわる分野から、国家そのものに関わる憲法的規定、国家の外交や対外関係を司

る国際法的な規定までが含まれている。」　岩波イスラーム辞典（第二刷）　「シャリーア」項。

8 筆者も参加した「第 11 回全国モスク（マスジド）代表者会議（2019年2月10日、早稲田大学
早稲田キャンパス）」における、名古屋モスク代表理事クレシ・アブドルワハブ氏の発表資

料より。
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Abstract
 The purpose of this paper is to present the potential of the study of the conversion, 
or fundamental change in the way of living and thinking for "Kyouso (co-emergence)" 
relationship. In particular, I focus on the conversion to Islam that is generally not well-
known in Japan as an indicator of changes in the Japanese people. In this study, "Kyouso" 
is regarded as "emergence" of the new relationship and values brought by both majority 
and minority. In Japanese society, there are issues concerning Islam at the interaction, 
regional, national, and international levels. The premise of these issues is firmly rooted in the 
epistemological boundaries between mainstream Japanese society and Islam. In recent years, 
research on "Japanese Muslim" which can reexamine the boundary between Japanese and 
Muslims has begun, but there are problems of assimilation and alienation in the preceding 
"Japanese Islam" approach and "social integration through differentiation" approach. 
Conversion studies that try to comprehend the "emergence of the inner world" of individuals 
can overcome these problems by showing the process of deepening understanding of Islam, 
and also the deepening of self-understanding, thus making the boundaries relative to each 
other. While conversion study has such potential, factors of the conversion to Islam other 
than marriage had been overlooked in Japan. However, recent studies suggest that the 
process of so-called “rational conversion”, which has been emphasized in Western studies, 
can be equally important in Japan. In the long run, as a result of the practice of Japanese 
Muslims after the conversion, the understanding towards mainstream Japanese society in the 
Muslim community, where the majority are from foreign countries, can be deepened, new 
relationships can be created, and challenges in further practice can be found.

Potential for  “ Kyouso (co-emergence) ” through conversion 
study : As a starting point for understanding the relationship 
between Islam and mainstream Japanese society

RESEARCH ARTICLE

Yusuke KATSURA

Keywords : emergence, conversion, Islam, Japanese Muslim, Majority studies
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要旨

キーワード

目次

外国人生徒の進学システムに関する
比較研究
神奈川県と大阪府の特別枠校の分析から

　本調査研究の目的は、日本において先進的な取り組みを
行っている神奈川県と大阪府の外国人生徒に対する特別入試
制度の比較分析を行うことである。両府県の制度比較を通し
て、（1）どのような背景と経緯で制度化・設置されて来た
のか、また（2）特別枠制度の運用における核心ともいうべ
きものはなにか、そして（3）それぞれの府県の制度が抱え
る課題を明らかにする。そのために、両府県の制度の導入経
緯と詳細、そして特別枠校における資源の分配について比較
検討する。
　比較の結果、「資源の分配」に各府県の特徴を見ることが
できた。大阪府では、「特別扱いする教育」を核とした「母
語・母文化教育」への配慮が確認できた。これらの資源を学
校に集積する傾向にあることから「集積型」と名付けた。一
方、神奈川県は「ネットワーク型」とした。各学校に配置さ
れる「多文化教育コーディネーター」のネットワークがその
代表である。
　両者の特徴から、「集積型」の大阪府では、学校文化の形
成や維持は主に担当教員に依存的であることが課題としてあ
げられる。一方、「ネットワーク型」の神奈川県は、学校個々
に実践知が根付きにくい、という課題が考えられる。
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1. 課題の設定

　本稿の目的は、神奈川県と大阪府の外国人生徒 1に対する特別入試制度（「特

別枠」2校制度）の比較分析を行うことである。具体的には、全国的に見ても

早期に特別枠校を設置した神奈川県と大阪府の両府県の比較を通して、高校

における「特別枠」の設置やその運用がどのように行われているのか、その整

理を試みるものである。

　2019年4月に出入国管理法が改正されたことで、日本に定住する外国人の

増加が予想されている。文部科学省は2019年6月、「外国人材の受入れ・共生

のための総合的対応策」（2018年12月25日）を踏まえ、文部科学省副大臣を座

長とする「外国人受入れ・共生のための教育推進検討チーム」を設置した。そ

の背景には、近年、初等・中等教育段階における日本語指導が必要な児童生

徒数が大幅に増加していることや、外国人の子どもの不就学などの教育環境

に関わる問題が指摘されてきたことがある。今後、日本語教育及び外国人の

子どもの教育などの教育環境整備や包括的な支援体制及び取り組みの構築が

急がれている。

　加えて、文部科学省は「平成30年度　日本語指導が必要な児童生徒の受入

状況等に関する調査」を行った（2019年7月（速報値））。その結果、日本語指

導が必要な高校生等の中退率は9.6%であり、全高校生等の1.3%をはるかに

大きく上回っていることを明らかにした。また、日本語指導が必要な高校生

等の進学率は42.2%（全高校生等は71.1%）と、低く留め置かれている。今回

の政府による調査結果公表は、日本人生徒に比べて、外国人生徒の高校進学

率は低く、高校中退率は高いことを、初めて認めたデータになる。文部科学

省は外国人「中学生・高校生の進学・キャリア支援の充実等」を掲げ、包括的

な支援を進めることを決定している。それらは、日本語指導の充実、キャリ

ア教育の実施、高校入試における特別な配慮等の取り組み推進に向けた周知、

進学・就職にあたって必要な在留資格の取得要件の明確化などである。文部

科学省の動きを総括するならば、（1）外国人児童・生徒の増加が見込まれる中

で（2）滞在年数や就学年数を考慮することなく「個人の努力の帰結」とされて

きた「高校進学」にテコ入れすることで、（3）外国人児童・生徒の高校進学率を
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向上させることを目指そうとしている。

　そうした経緯において注目されているのが、各都道府県が独自に設定して

いる「特別枠入試」である。これまで特別枠入試は、全国の自治体単位でその

制度内容が決定されてきた。のちに見るように、神奈川県と大阪府ではアク

ティブ・アクションとして特別枠入試制度を運用しながらも、その制度内容

は異なっている。両府県ともに人権教育に手厚い歴史的背景を有するが、外

国人の高校進学を支える特別枠入試制度に差が見られるのはなぜか。

　そこで、本稿では、両府県の制度比較を通して、（1）どのような背景と経緯

で制度化・設置されて来たのか、また（2）特別枠制度の運用における核心とも

いうべきものはなにか、そして（3）それぞれの府県の制度が抱える課題を明

らかにする。そのために、神奈川県・大阪府の「特別枠」の導入経緯と制度の

詳細、そして特別枠校における資源の分配について比較検討し、両府県の「特

別枠」の意義や課題を検証する。

２．調査の概要と分析の枠組み

　これまでニューカマー外国人児童生徒に関する研究は 2000年以降、継続的

に行われてきた。それらは不就学問題に始まり、日本語教育や学校適応、ア

イデンティティ、学力等の課題に関して多くの研究成果が積み上げられてき

ている。中でも、本稿が焦点化するのは、外国人生徒の高校進学システムに

ついてである。

　外国人生徒の厳しい進学率の背景にある要因として、高校入試における「適

格者主義」が挙げられている（宮島 2014; 田巻 2017）。2000年前後から「特別

枠」の設置が自治体主導で進められていくが、これらは「適格者主義」に相対す

る進路保障の理念に基づくもので、社会的に弱い立場に置かれている人々を

政策的に優遇するアクティブ・アクションと捉えることができる（田巻 2018）。

高校進学に対する課題が浮き彫りになるにつれ、ボランティアベースでの教

育支援は厚さを増してきた。しかしながら、外国人生徒の高校進学を支える

制度やその内容は、都道府県毎に異なっており、どこに居住しているかで使

用できる制度や支援にも違いが生まれている。さらに、全国17自治体（2018
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年現在）に「特別枠」が設置されているが（表1）、地域ごとに「枠」についての考

え方や内容が異なっているのが現状である。一方で、「特別枠」が外国人生徒

の高校進学を大きく支えてきたことは、これまでの研究が証明している（志水

他 2007; 鍛治 2019）。

　これまで外国人生徒の高校入学者選抜に関する研究（辻本 2003; 乾 2008; 細

川 2011; 高橋 2011）は数多くなされてきているものの、外国人集住地域や東

京などの大都市の実態を浮き彫りにする事例研究が主であった。小島（2014）

はこの状況について、「全国的な実態を示した調査研究がほとんど実施されて

こなかった」と研究の限界について言及している。つまり、各自治体ベースで

設置・運営されている「特別枠」制度においては、それぞれの自治体の歴史的

背景を反映して独自の取り組みが行われているが、それらがどのような特色

をもっているのかについては具体的には明らかにされていない。

　そこで、外国人生徒の高校進学制度の特色を明らかにするため、次の3点

について比較を行う。まず、特別枠の設置が歴史的経緯を有することはすで

に指摘されている。そこで、学校の地域背景や歴史状況、特別枠ができた経緯、

すなわち特別枠の「コンテクスト」に注目する。次に、その実施形態もまた各

都道府県に違いが見られる。外国人特別枠入試制度、入試時の特別措置、特

別枠校設置基準といった「システム」を比較対象とする。そのうえで、教員配

置（外国人担当教員・ネイティブ教員・母語教員・日本語担当教員の有無）、母

語教育の有無、NPOとの協働など、人的・経済的資源及びカリキュラム上の

工夫といった「資源の分配」手法について検討したい。

　以上の分析枠組みを念頭に、本研究では2017年以降、大阪府・神奈川県

表1　全国における入試時の配慮制度（全日制高校60自治体）

外国人生徒 中国帰国生徒等

入試特別措置 特別入学枠 入試特別措置 特別入学枠

有り 30 17 29 16

その他 12 9 13 11

無し 18 34 18 33
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において分析データを収集してきた。聞き取りデータは、大阪府においては

大阪府教育委員会及び特別枠校7校の管理職・教員、NPO団体を対象とした。

神奈川県では、神奈川県教育委員会及び在県枠校管理職・教員、制度作りに

携わった大学教員、NPO団体での聞き取りを行った。以下では、「コンテク

スト」「システム」「資源の分配」という3つの分析枠組みに沿って神奈川県と大

阪府の事例を扱い、最後に考察を行う。

3．神奈川県の「在県枠」について

3.1　「在県枠」のコンテクスト
　まず、神奈川における外国人生徒の支援を推進していく背景となった歴史

的な特色を、二つの側面から捉えてみたい。

　一つは、1975年から20年続いた革新派の知事による取り組みである。神

奈川では在日韓国・朝鮮人をはじめ外国籍県民施策に取り組むと同時に「内な

る民際外交」「内なる国際化」を提唱した（久保 2006: 71）。1984年には全国初

の外国人の生活実態調査の報告書を出し 3、教育や福祉における外国籍県民へ

の差別撤廃に積極的に取り組んだ（久保 2006）。この県政の先駆けとなる横浜

市や川崎市の革新市長のもとでは、在日韓国・朝鮮人の集住地区である川崎

市や横浜市鶴見区といった臨海部を中心に民間の教育支援団体が 4、教職員団

体や運動団体と連携しながら活動を行っていた。

　教育においては1990年前後、川崎市、神奈川県、横浜市における外国人教

育方針の策定が総合的政策の樹立につながったとされるが 5、1992年に出さ

れた神奈川県自治総合研究センター報告書『平等な社会を求めて̶アファー

マティブ・アクションの研究』は、人種、性、文化的背景の違いを超えた「共

に生きる」ための市民の認識の変革と参加を求めると同時に、国際人権の新

たな担い手としての地方政府の役割を明らかにした神奈川宣言 6を受けて取

り組まれた（神奈川自治総合研究センター 1992: 5）。また外国人教育方針の策

定を受け1992年に神奈川県在日外国人にかかわる教育研究協議会が設置され、

1994年に『民族共生の教育を拓こう』が提言として教育政策に反映されていく

ことになった。
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　もう一つは、在住外国人と共に急増した「日本語ボランティア」である。神

奈川県では1985～ 93年「可視的」外国人が増えたことが、地域社会で市民が

外国人問題に関心を持ち、支援活動を始めることにつながった（阿久澤・中

川 1995）。その嚆矢となったのが、県央に1980年に開設されたインドシナ

定住難民のための「大和定住促進センター」である。当初、定住難民のケアは

海外協力団体が行っていたが、東京にオフィスがあったため地域ボランティ

アの組織化に着手し、最も切実な日本語学習を支援する活動が始まった。留

学生受け入れ、外国人の識字問題に関心がもたれはじめた時でもあった。ま

た、行政や行政の外郭団体による日本語ボランティア養成講座なども行われ、

1994年には県内で76団体104教室が活動していた。1987年に結成された「葦

の会」は、定住難民の日本語ボランティア活動の中で相談を受け、子どもの

就学等の問題の解決に向けて、インドシナ3カ国の言語での就学案内や予防

接種問診票を設置させたり、市立図書館へ母語図書の設置の要望を行ったり、

日本学校ガイドブックをカンボジア語で作成したり、カンボジア・ラオス語

教室を開始していた（阿久澤・中川 1995: 198）。

　このように神奈川県では1980年代から在住外国人の生活支援を行う市民活

動 7が始まっていた。インドシナ定住難民や中国帰国者、南米からの日系人な

ど家族単位を特徴とする定住支援の中で、子どもの教育問題に早くから「日本

語ボランティア」たちが取り組み、各地にボランティアによる子どもの「学習

支援教室」が誕生したのである 8。

　神奈川県における自治体政策と市民ボランティアの二つの特徴を述べたが、

学校現場はどのような状況にあっただろうか。吉田（2010）によると、在日韓

国・朝鮮人に関わる教育実践は川崎市や横浜市鶴見区の学校に存在し、その

後日系人やフィリピン人が急増、鶴見区の「教育困難校」では1990年ごろから

外国人生徒の受け入れが始まっていたが、県全体への拡がりは見られなかっ

たという。学校現場における支援が進展しない一方、地域に出て支援にあた

る教員が現れ、これらの教員と地域の支援者を結んで地域支援のネットワー

クがつくられてきたのが、神奈川県の大きな特徴なのである（吉田 2010: 152-

153）。

　その象徴的な出来事が1995年、全国に先駆けて取り組みが始まった、高校
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進学ガイダンスである。地域のボランティアたちが、どの高校を選択し、ど

う受験準備を進めるかという外国人の教育課題を抱えていたところに、教員

が加わり、ガイダンスが始められたのである（吉田 2014: 17）。この主催団体

となったのが、かながわ多文化教育ネットワーク（以降ME-netとする）である。

ME-netは、ガイダンスに賛同できる人たちのゆるやかなネットワークで、組

織自体の境界もきわめてあいまいであったという（吉田 2010: 177）。

　神奈川の「在県外国人等特別募集」（在県枠）が始められたのも同1995年で

あった。これは、前述の1992年に設置された教育研究協議会が出した、「高

校進学の機会をより確かなものにするため、帰国生徒と同様に在日外国人生

徒の特別枠を導入することと、民族教育を推進するための県立高等学校の国

際化に向けた取り組み」の提言 9を受けたものである。

3.2　「在県枠」のシステム
　神奈川県では1995年県立総合高校の国際コースに10人の「在県枠」が設置

された。その後1999年に2校目が、2003年には横浜市立の商業高校が3校目

として、その後2010年までに10校が「在県枠」を実施、2016年にはうち3校

が終了し、2017年から新たに6校増えて、2019年現在「在県枠」をもつ学校は

全部で13校である（表2）。

表2「在県枠校」（在県外国人等特別枠募集）実施と募集人数の変遷

年度 高校名称・設置校（括弧内は新設置校） 募集人数

1995 年度 1 校（神奈川総合） 10 人

1999 年度 2 校（ひばりが丘 2009 年より座間総合） 10 人

2003 年度 3 校（横浜市立横浜商業） 4 人

2004 年度 6 校（有馬、橋本、鶴見総合） 10 人、10 人、15 人

2006 年度 7 校（相川） 10 人

2008 年度 8 校（神田 2018 年より平塚湘風） 5 人→ 10 人（2009）

2010 年度 10 校（相模原青陵 2018 年より弥栄、相模向陽館） 5 人→ 10 人（2011）
午前部 10 人、午後部 10 人

2017 年度 神奈川総合、有馬、平塚湘風で枠設置終了（− 3 校）

2017 年度 13 校（横浜清陵、川崎、大師、大和南、伊勢原、
横浜市立みなと総合） 各 10 人、市立は 6 人
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　在県外国人等特別募集の対象者は、神奈川県内に在住の外国の国籍を有す

る（難民と認定された人を含む）、または日本国籍を取得して3年以内の人で、

入国後の在留期間が通算で3年以内（志願する年の2月１日現在で 10）とする。

　入試科目は学力試験（英語、国語、数学）および面接で、学力試験問題は漢

字にふりがなが付いている。また、面接はゆっくりわかり易い日本語で行わ

れる。

　在県枠の実施校は、外国人生徒の中学校在籍状況や、通学利便性などを鑑

みて教育委員会が決定し、前述したように進学先として適切と思われる高校

の校長に打診する方法で設置されてきた。2017年度の増減（－3校と＋6校）

もそうした考慮の中でなされ、大学進学校や伝統校も含まれる一方で定時制

にもニーズがある学校が選ばれて設置されている 11。在県枠の実施校が変わ

ることに関して行政関係者も支援団体関係者も拘りを感じておらず、行政や

関係者からは、枠の設置校の校種や偏差値等についても偏っているという意

見は聞かれなかった 12。

　在県枠募集のほかに、海外帰国生徒特別募集がある。全日制8校に設けら

れており、普通科のほか単位制普通科国際コースや単位制国際科（バカロレア

コースを含む）など国際性や英語などの語学が重視されている。志願資格は原

則として保護者の勤務等の関係で継続して2年以上海外に在住し帰国して3年

以内となっているが、保護者ならびに子どもが日本国籍や永住資格を持たな

い外国籍者は対象にならない。入試科目は学力試験（英語、国語、数学）およ

び面接・作文であり、バカロレアコースでは英語によるコミュニケーション

等を含む特色検査（自己表現と実技）が行われる。

　これら「枠」とは別に、学力試験時の特別措置も行っている。移住又は引き

上げ後6年以内の者を対称とするが、正式には「第5号様式　海外からの移住

者を保護者とする志願者の受験方法等申請書」で、面接及び学力審査に関する

方法と申請の理由、中学校長の所見を書いて教育長宛てに申請をする。申請

できる受験方法は、(1)学力検査問題等の問題文の漢字にふりがなをつけるこ

と、(2)学力検査等の時間の延長（最長1.5倍まで）の時間延長、(3)面接時にわ

かりやすい言葉でゆっくり話すといったものである 13。在県枠受験では (1)と
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(3)が対応されているためにこの申請との併用はできない。2019年度は、40校

弱で80人弱の生徒がこの配慮を利用している 14。

3.3　「在県枠」の資源とその分配
　神奈川の場合は「在県枠」以外にも、定員内不合格を出さないという方針の

もと、比較的入りやすい定時制や通信制などに多くの外国人生徒が入学する。

ME-netが始めた進学ガイダンスと、1995年「在県枠」校を設置した教育委員

会とは当初接点がなかったが、教育委員会との連携・協働が模索されていき、

2006年には、ME-netと神奈川県教育委員会高等教育課は、かながわボラン

タリー活動推進基金21の助成金を受けて5年間の協働事業「外国につながる

子どもへの教育・進路サポート事業」を展開することとなった。

　5年を通じ、高校進学ガイダンスは全県的な取り組み、多言語版神奈川県

の公立高校入学のためのガイドブックの配布（HPで公開）、多文化教育コー

ディネーター事業、外国人教育相談、外国につながりをもつ子ども支援ネッ

トワーク会議、外国につながる若者交流事業（神奈川県外国につながる生徒交

流会・オルタボイスキャンプ /フェスタ）、協働事業外として、たぶんかフリー

スクールよこはま多文化学習センター CEMLA、講座委託・講師派遣・翻訳通

訳事業などを展開した。

　多文化教育コーディネーター事業は、高校現場への支援として構想され、

日本語教育の専門知識や地域での支援経験・人的ネットワークをもった多文

化教育コーディネーターを推薦し、県立高校と協力し子どもに必要な支援

を計画・実行する事業として2007年に4校で試行、その後2011年には15校、

2019年には26校に派遣されている。

　地域ボランティアが「学校の決定権のもとに単発の支援となっている学校に、

日本語指導者でもなく、教科指導者でもなく、通訳でもなく、個別支援の枠

組みではどこにも入らないけれど、この人がいないと支援が進まないという

地域のキーパーソン」として、子どもを中心とした資源の分配を采配してきた

こと（吉田 2010: 156）に神奈川の特徴があるといえる。在県枠校への拘りの

なさは、外部資源が学校体制の弱い部分に投入され、それにより多くの学校

で受け入れ可能だと考える関係者たちの認識からきているのだろう。
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　しかしここにも課題は存在する。学校組織には外部からの支援者を阻む体

質があり、その役割を「補完」的に捉える。それを避けるためには、コーディネー

ターをはじめ、母語話者や日本語指導者といった学校外から派遣される人材

に組織内でのメンバーシップが認められると同時に、支援者側からも学校組

織の特性や学校組織文化を理解することが求められる。その上、外部人材を

支える組織の存在といった制度的組織的枠組みの構築や協働の真の意味の捉

え直しも必要だという指摘もされている（吉田 2011: 149-152）。

　「多文化教育コーディネーター派遣事業」は2011年度より助成金の修了に伴

い、NPO法人化したME-netの単独の事業となり、その派遣対象高校に県教

育委員会が「日本語を母語としない生徒支援派遣事業」を措置することにより

日本語教育、通訳、教育相談等に関わる人材の予算を確保するという形式で

進められている 15。2019年までの対象校は以下（表3）のとおりである。

　さらに、2018年度より、かながわボランタリー活動推進基金21により

NPO法人ABCジャパンと神奈川県子ども教育支援課、高校教育課との協働

で「外国につながる子ども・若者と家族の包括支援」事業が始まっており、(1)

不登校・学齢超過等の子どものためのフリースクール、(2)将来の進路を考え

神奈川県教育委員会およびME-net資料より編纂

表3「多文化教育コーディネーター派遣事業」
「日本語を母語としない生徒支援者等派遣事業」の対象校の推移

対象校 新設置校（在県枠校） 新設置校（在県枠以外）

2007 年度 4 有馬・鶴見総合・橋本 横浜翠嵐定時

2008 年度 9 平塚湘風・愛川・相模向陽館（2） 希望が丘定時・修悠館

2009 年度 12 座間総合 神奈川総合・湘南定時

2010 年度 13 相模原青陵

2011 年度 15 磯子工業定時・釜利谷

2013 年度 16 田奈

2017 年度 21 川崎・横浜清陵・大師・大和南・伊勢原

2018 年度 22 弥栄

2019 年度 22 有馬が外れる 厚木清南定時



未来共創  第 7 号（2020） 203

るためのセミナー＆大学進学ガイダンス、保護者への多言語情報提供、(3)多

言語版キャリア支援・大学進学ガイドブック等の発行がその内容とされ 16、新

たな教育政策につながっていくことが見込まれている。

　ここには具体名は挙げていないが、神奈川の多くの外国人生徒に関する教

育支援団体間の繫がりは構築されてきており、教育行政を牽引していくよう

な形は今後も継続していくものと考えられる。

４．大阪府の「特別枠」について

4.1　「特別枠」のコンテクスト
　大阪におけるマイノリティの子どもの教育権保障の起点には、多くの場合、

長年に及ぶ同和教育の取り組みとその成果がある。

　1950年代以降、教職員組合や教育研究組織（大阪府同和教育研究協議会、

大阪市同和教育研究協議会など）を中心に、行政を巻き込みながら同和教育

の取り組みが進められてきた。1967年には大阪府が「同和教育基本方針」を交

付する。以上のような動きの中で教師や行政関係者の間で育まれてきたのは、

教育課題を抱えた子どもたち、いわゆる「しんどい子」を中心に据えた教育の

視点である（新保 2008）。

　このような視点は、在日コリアンの教育権保障へも敷衍されていく。大阪

では小中学校を中心に、民族学級・民族クラブ（以下、民族学級）の設置、韓国・

朝鮮や在日コリアンに関する授業の実施、「本名」を呼び名乗る実践、進路保

障などが行われてきた（中島 2008）。

　後の「特別枠」制度に関連して重要なのは、民族学級の設置である。民族学

級は、主として教育課程外に韓国・朝鮮の言葉や文化、歴史についての学習

を保障するための時間・場であり、公立小中学校に設置されてきた。学級の

担当者は、「民族講師」と呼ばれる韓国・朝鮮をはじめとした主として外国ルー

ツの者である。

　大阪で高校における在日コリアン教育の意識的な取り組みが始まったのは、

1970年代ごろからのようだ（中島 2008）。1988年には、大阪府教育委員会が「在

日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」を策定。この指針を具体化する研究
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団体として、1992年には、大阪府在日外国人教育研究協議会（府外教）が設立

された。また、高校や特別支援学校の教員が集う大阪府立学校在日外国人教

育研究会（府立外教）も結成された。以降、大阪の高校におけるニューカマー

生徒の教育権保障にあたっては、府立外教とそこに集う教員らのネットワー

クが、大きな役割を果たしていくことになる。

　ニューカマー児童生徒の教育課題は、以上のような流れの中で徐々に浮上

してくる。契機となったのは、1980年代後半、中国帰国生徒の姿が教育現場

で確認され始めたことだった。

　1989年、部落解放共闘会議の対府交渉で、中国帰国生徒の教育権保障が議

題にあがる。1990年からは、大阪府同和教育夏季研究会で、中国帰国生徒に

関する教育実践が報告された（新保 2008）。

　府立外教では、設立当初から在日コリアンとニューカマーの課題の接続が

図られてきた。設立総会においては、ニューカマーの教育に関しては、在日

コリアン生徒を対象とした教育の成果に基づきながら進められるべきことが

確認され、日本社会で生きていくために必要な日本語の取得、民族的アイデ

ンティティの保持と相互の民族文化の理解、進路保障などの取り組みの推進

が求められた。特筆すべきは、日本語指導が「同化」であってはならないこと、

「同化」を防ぐためにはアイデンティティ保障の取り組みが重要であることが、

このとき確認されていた点である（中島 2008）。

　他方、「特別枠」が設置されるひとつの大きな契機は、少子化や国際化など

への対応を図るために進められた、府立高校の特色づくり・再編整備である。

1999年に大阪府教育委員会は「教育改革プログラム」を発表。2003年には「府

立高等学校特色づくり・再編整備計画」が策定された。この動きの中で、同和

教育や在日コリアン教育の取り組みが伝統的にあり、中国帰国生徒が多数在

籍していた学校に、「特別枠」の設置がもちあがったのである。

　大阪府で最初に「特別枠」が設置された高校のひとつである、門真なみはや

高校を例に見てみよう。門真なみはや高校は、2001年に門真高校と門真南高

校の統合によって設立された学校であり、開校と同時に「特別枠」が設置され

た（以下、大倉 2006）。

　同校でニューカマー生徒支援が意識的に始まったのは、1996年、前身の門
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真高校に1人の中国帰国生徒が入学したことを契機とする。同校の学区内に

ある門真団地には中国帰国者が集住しており、次年度からも入学が見込まれ

ていた。学校側では取り組み強化のため、教員の中から中国帰国生担当を選

出し、中国帰国生プロジェクトを設置。中国帰国生教育のあり方を指針とし

てまとめた。指針では、生徒のアイデンティティ保障を軸に、母語保障が重

要であること、日本語指導は同化教育にならない形で行われるべきことが明

記されていた。

　以降、指針のもとで中国文化研究部の活動や放課後の中国語学習、日本語

の抽出授業が開始される。

　このような実践に、高校再編の動きが接続された。大阪府教育委員会、門

真高校、門真南高校の代表者で構成されたワーキングチームを中心に新校の

方針が検討されるが、その中で、中国帰国生に関する取り組みを新校に継

承することが提案される。ここで重点課題となったのは、次の3つであった。

第1に、母語の授業を教育課程の中に取り入れること、第2に、中国帰国生教

育を非常勤講師として担っていた中国人講師（民族講師）の専任化、そして第

3に、「特別枠」の実現である。

　こうした課題は、新校への移行の中でほぼ実現されていくことになる。「特

別枠」についても、中学校からの要望、教職員団体からの要求、府外教からの

要望などを通じて必要性を大阪府教育委員会に訴えた結果、設置されること

になる。ただ、学校側の要求は中国帰国生徒の特別枠入試であったが、実際

に大阪府教育委員会が制度化したのは「中国帰国生徒及び外国人生徒入学選

抜」であり、教師らの要求を上回る形での制度化が実現する結果となった。

　この間、大阪府教育委員会と高校教員らの頻繁な意見交換があったようだ。

当時、「中国帰国生・渡日生の問題を考える会」が結成されていた。10数名ほ

どの有志の高校教員による緩やかなネットワークとして作られた同会では、

大阪府教育委員会の担当者との勉強会も重ねていた。この勉強会や、教職員

団体による交渉などの中で、中国帰国生の課題は日本語習得だけでなくアイ

デンティティの問題であること、生徒と同じ文化的背景をもった民族講師に

よる相談活動が重要であること、中国帰国生徒も在日コリアン生徒と同様に

民族的アイデンティティの確立が重要であること、などが確認されていた。
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　以上のように、同和教育を起点としたマイノリティの教育権保障の流れと、

大阪府教育委員会の高校再編の流れが合流する形で、「特別枠」は設置に至っ

たのである。そして、教員や教育行政の間で共通理解とされてきた、アイデ

ンティティ保障、母語の重要性といった在日コリアン教育の中で培われてき

た基本原則は、「特別枠」におけるニューカマー教育の中にも受け継がれるこ

とになる。

4.2　「特別枠」のシステム
　大阪府では2001年に「特別枠」が設置された。当初2校だった「特別枠」校は、

現在7校にまで拡大されている（表4）。従来、「特別枠」校は大阪府の南部や

東部に多かったが、2015年度、2017年度にそれぞれ北部に1校ずつ新設され、

地理的な偏りの是正も図られた。なお、2014年度以降、大阪府立の高校では

学区が撤廃され、府内全域から出願が可能となっている。

　「特別枠」の対象者は、原則として小学校4年生以上の学年に編入した者で

ある。ただし、概ね小学校3年生以上でも日本語力に支障がある生徒や、小

表4　「特別枠」の変遷

年度 名称 設置校 新設置校（在県枠以外）

2001 年度 「中国帰国生徒及び外
国人生徒入学者選抜」

2 校（長吉高校、門真
なみはや高校）

原則として小学校 4 年
以上の学年に編入

2002 年度 3 校（八尾北高校）

2003 年度 4 校（成美高校）

2005 年度 5 校（布施北高校）
概ね小学校 3 年以上の
編入で日本語力に支障
がある生徒も認める

2014 年度
「中国等帰国生徒及び
外国人生徒入学者選
抜」に改称

2015 年度 6 校（福井高校）

2017 年度
「日本語指導が必要な
帰国生徒・外国人生徒
入学者選抜」に改称

7 校（東淀川高校）
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学校4年生以前に編入した場合であっても、その後に外国と往来があり日本

在留期間の合計が6年以内の生徒などについては、大阪府教育委員会と相談

の上、弾力的な対応も図られている。

　入試科目は数学、英語、作文である。作文については、母語の使用も認め

られており、少数言語にも可能な限り対応されている。なお、作文は2016年

からは点数化されていない。中学時代の成績などは考慮されていない。

　「特別枠」校の内訳だが、総合学科 17が4校、総合学科（エンパワメントスクー

ル 18）が2校、普通科が1校である。生徒のニーズに合わせ柔軟に受講科目を

組むことができる高校を中心に、「特別枠」が開設されていることがわかる。「特

別枠」校における外国人生徒の受入れ数は、各校の募集定員の5％以内とされ

ており、9～ 16人程度の募集となっている。

　「特別枠」の募集とは別に、1991年から「海外から帰国した生徒の入学者選

抜」も行われている。これは、主に国際系、英語系のコースがある高校（2019

年度現在19校）に設けられており、応募資格は海外に継続して2年以上滞在し、

帰国後2年以内の者となっている19。国籍は問われない。入試科目は数学・英語・

面接（使用言語は日本語）である。

　以上のような「枠」とは別に、受験校を問わず、1989年から入試時の特別措

置も行われている。当初、配慮事項は試験時間の延長のみ、対象者も原則と

して小学校4年生以上の学年に編入した者だったが、配慮事項の拡大が図ら

れ（辞書の持ち込み、試験問題へのルビ打ち、小論文における翻訳、作文・小

論文におけるキーワードの外国語併記、自己申告書の代筆）、対象者の条件も

徐々に広げられた（1989年度：小学校4年生以上に編入した者→1996年度：

小学校2年生以上に編入した者→2006年度：小学校1年生以上に編入した者）。

4.3　「特別枠」の資源とその分配
　「特別枠」の設置にあたっては、入口での配慮のみならず、入学後の教育環

境の整備も同時に進められた。ここには、教育行政側が学校現場からの要請

に応えながら制度を作っていった経緯が反映されている。具体的には、外国

人生徒支援の校内拠点の設置、特別なカリキュラムの編成、支援のための教

職員の組織化などが各校で行われている。
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　各校では、外国人生徒を支援する教職員組織が編成されている。「人権文化

部」、「人権教育推進委員会」、「総務」、「渡日生プロジェクト」、「多文化共生

プロジェクトチーム」など、学校により名称や組織形態が少しずつ異なるもの

の、学校の体制内に明確に位置づけられていることに変わりはない。

　外国人生徒の具体的な指導については、多くの学校で外国人生徒担当教員

と「ネイティブ教員」と呼ばれる外国ルーツの常勤講師が中心になって進めら

れている。各校の外国人生徒担当教員のポジションは、従来、外国人生徒の

課題に長年向き合ってきた教員が担ってきた。ただ、多くが定年を迎えるな

どしており、世代交代の時期にあたっている。その中で、実践の継承も一部

で課題となってきているという。

　ネイティブ教員は、1校を除く6校に加配の形式で配置されている。基本

的に中国出身者であり、長年「民族講師」と呼ばれてきた。ネイティブ教員は、

生徒たちの母語指導、母語による教科学習指導、課外活動の指導、進路指導、

保護者へのサポートなどを行っている。

　コンテクストの節で確認したように、「特別枠」のネイティブ教員の源流に

は、在日コリアン教育における民族学級と、そこでの民族講師の実践がある。

子どもたちのアイデンティティの保障のためには母語が重要であること、母

語の学習には同民族の教員があたらなければならないこと、生活上の相談や

保護者との連絡のためにも同民族の教員の役割は大きいこと。実践の積み重

ねの中で結晶化されてきたこれらの考え方が、ネイティブ教員の配置にも受

け継がれているといえる。

　各校にはその他、日本語指導充実加配として日本語指導教員が配置されて

いるほか、日本語指導や母語指導のための非常勤講師や特別非常勤講師の配

置なども行われている。特別非常勤講師の配置については、大阪府教育委員

会の「学校支援人材バンク事業」として行われている。

　なお、母語指導については、どのような少数言語であっても、生徒の母語

を話せる人材を探し出して対応するという姿勢が学校には見られる。たとえ

ば、同じスペイン語の教師であっても、南米系のスペイン語話者と欧米系の

スペイン語話者は区別し対応されている。

　「特別枠」校における人材の配置にあたっては、「日本語教育学校支援事業」
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も活用されている。この事業の対象はすべての府立高校だが、「特別枠」校で

も利用されている。

　2005年度から開始された同事業の柱は、教育サポーターの派遣である。生

徒の母語を理解する者を教育サポーターとして派遣することで、生徒個々の

多様な生活背景や、これまでの学習状況などをふまえた指導の補助などが行

われている（新矢 2008）。

　同事業では、教育サポーター派遣以外にも、教育サポーター育成のための

研修、日本語指導担当教員などの研修、多文化コーディネーターの派遣（家庭

内の多言語化による親子間のコミュニケーションギャップの解消）、などが行

われている。

　同事業を推進するにあたり、大阪府日本語教育支援センター（通称、ピア

にほんご）が設置された。ピアにほんごでは、高校の日本語指導担当教員や教

育サポーターが必要とする情報や、日本語教材をはじめとする資料が収集・

提供され、各種の相談を受け付けている。ピアにほんごの運営は、NPO法人

おおさかこども多文化センター（通称、OKoTaC（オコタック））に事業委託

されている。オコタックは大阪YWCAからピアにほんごの運営を引き継ぐに

あたり、大阪府教育委員会の働きかけのもとに作られた組織である。組織化

にあたっては、特別枠校の教員の尽力も大きかったとされる。

　なお、「学校支援人材バンク事業」や「日本語教育学校支援事業」で各校に配

備される特別非常勤講師や教育サポーターは、退職教員なども含まれるもの

の、基本的には教員以外の市民である。外部人材の活用が図られているとい

えるが、人材の発掘がしばしば教員個人のネットワークに依存するといった

面も見られるようだ。

５．まとめと考察

　これまで、神奈川県と大阪府における外国人生徒に対する特別入試制度に

関して、「コンテクスト」、「システム」、「資源とその分配」に焦点を当てて検

討してきた。本研究の目的は、両府県における特別枠はいかなる歴史や経緯

によって作られてきたのか、外国人生徒の進学システムの共通点や差異はな
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にか、制度化するにおいてなにが重視されてきたのかについて教育制度や資

源分配に着目し比較検討を行うことで明らかにすることである。前節までの

内容から、両府県の特徴について整理したものが表5である。

　「全国的に外国人生徒の受け入れがはじまろうとしている」という本研究の

背景に照らし合わせたとき、先行する「特別枠」を比較することから、制度的

特徴と課題を考察することは必要な作業であろう。とりわけ、その核心部で

ある「資源の分配」において、両府県の違いが明確になる。まずもって両府県

の共通点を指摘するならば、「入試だけでなく入学後も手厚くサポートする」

ということになろう。そのうえで以下では、神奈川県と大阪府の特徴を対比

しながら、「コンテクスト」「システム」「資源の分配」の様相について整理したい。

表5　神奈川県・大阪府の比較

神奈川 大阪

コンテク
スト

外国人人口
※在留外国人
統計（2018
年 12 月末）

218,946 人
　中国：70,506 人（32％）
　韓国：28,259 人（13％）
　フィリピン：22,629人（10％）
　ベトナム：20,225 人（9％）

239,113 人
　韓国：100,430 人（42％）
　中国：63,315 人（26％）
　ベトナム：25,641 人（11％）
　フィリピン：8,471 人（4％ )

特別枠制度の
設立背景・

経緯

・ 革新自治体の土壌（内なる国
際化、アファーマティブ・ア
クション、旺盛な市民運動）

・ 在日外国人の権利保障の動き
（在日コリアン、中国帰国者、
インドシナ難民）

・高校改革

・ 同和教育の土壌（「しんどい
子」を中心に据えた指導）

・ 在日外国人の権利保障の動き
（在日コリアン、中国帰国者）

・高校改革

システム

特別枠校の
入試制度

・英語、国語、数学、面接
・小学校通学後通算 3 年以内

・数学、英語、作文（母語でも可）
・小4以上の学年に編入した者）

入試時の
特別措置

・ 時間延長、ルビ打ち、面接時
には分かりやすい言葉で（生
徒側からの要請に応じる）

・ 時間延長、辞書持ち込み可、
ルビ打ち、キーワードの外国
語併記

資源と
その分配

「中国等帰国
生徒及び外国
人生徒入学者
選抜」に改称

・外国人支援担当教員
・日本語指導教員
・ NPO 等（ME-net（多文化コー

ディネーター）、ABC ジャパ
ン、CEMLA）

・外国人支援担当教員
・ ネイティブ教員、日本語指導

教員、母語指導教員
・ NPO 等（オコタック（ピア

にほんご））
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（1）　神奈川県：ネットワーク型

　神奈川では、特別枠校が外国人生徒の人数や地域の偏りに配慮してゆるや

かに指定されている。また、枠設定にあたって、教育委員会を中心に中学校

からの情報収集などがおこなわれており、実質的な進路保障を目指している。

　神奈川の特徴は、ME-netなど市民活動との手厚い連携にある。その柱は

各校に派遣されている、多文化教育コーディネーターである。この多文化教

育コーディネーターは、特別枠に指定されていない学校にも派遣されている。

義務教育段階の日本語指導や通訳者と違い、教科学習支援に加え思春期特有

の心理面での支援やキャリア支援を、生徒側に立って考え、教員集団が高校

でどのような支援を展開する必要があるかを実施するための手助けをする。

そのため、多文化教育コーディネーターは、担当教員と連携しながら、必要

に応じて教育実践にあたって不足している資源を、学校外から持ち込む。加

えて、コーディネーター同士の情報はメーリングリストや年数回の会議など

を通じて、常に共有されている。

　その結果、神奈川では外国人生徒の教育に関わる教材や実践が誰にでも手

に取れる形で集約される。例えば、進路ガイダンスに関わる資料や編入に係

る手続き、大学進学に向けてのパンフレットなど、ME-netでは様々な冊子や

パンフレットを作成している。以上のように、市民団体が結節点となり、密

に連携している点が神奈川の特徴である。

（2）　大阪府：集積型

　大阪では、特別枠が7校に指定され、外国人生徒はこの7校のいずれかに

入学することになる。この7校には、ネイティブ教員が配置されている。多

くの学校では、総合学科の特色を活かし、日本語講師の配置や母語教育に取

り組んでいる。校内には、外国人生徒が集まる教室が確保されている。放課後、

外国人生徒は部活動として多文化に関わる実践に取り組んでいる。

　このように、大阪では各特別枠校に資源が投下され、日本語教育のみなら

ず母語・母文化に関する文化資本や社会関係資本を集積していく。外国人生

徒が抱えることになる困難に対して、外国人生徒用の支援リストを提示する
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のではなく、個々人のニーズに応えようとする。その最たるものが、「ネイティ

ブ教員」の配置や「母文化」「母語」への配慮である。入試では採点対象にはな

らないものの、母語による作文も認められている。この作文は教育委員会が

独自に翻訳をすることになるが、少数言語であっても可能な限り対応してい

る。カリキュラムとしての母語教育にあたっては、同じスペイン語母語教師

を募集するときも、南米系のスペイン語教師と欧米系のスペイン語教師の別

がある。もちろん少数言語であっても、各学校の社会関係資本を動員し保障

しようとする。

　その結果、日本人生徒にとっても「外国人生徒がいることが当たり前」と語

られるように、外国人の存在やカリキュラムが学校文化として根付いている。

カリキュラムを柔軟に運用し、外国人生徒の個別対応に苦心する教育実践を、

筆者らは「特別扱いする教育」と呼称した（伊藤他 2019）。

　以上のように整理したとき、両府県ともに教育実践を基点とする人権教育

をコンテクストとしながらも、教育システムや資源分配の様相については違

いがある。そして、どちらの教育システムも、ポジティブな側面と課題とす

る側面を有していることが見えてくる。

　「集積型」の大阪では、学校文化の形成や維持は、特別枠校の担当教員に

依存的である。外国人教育を専門に担う教員を配置することで、外国人生徒

のニーズに幅広く対応することを可能とする。しかし、学校内の課題解決は、

外国人教育を担当する教職員に依存しがちであり、フレキシブルな対応を行

うほど、教員の多忙状況が生じる。さらには、外国人教育の実践知が学校内

で完結し、他校との交流が難しい。特別枠7校は現在定員が充足してしまい、

むしろ入学できない生徒がいる。定時制や私立に入学せざるを得ないが、外

国人生徒の少数在籍校へのサポートは特別枠校のように手厚いわけではない。

　他方で「ネットワーク型」では、学校個々に実践知が根付きにくいという

課題はあるだろう。外国人生徒に対応する教員は分掌レベルで設定されるが、

コーディネーターが交渉的に携わる。そのため、基本的に外国人生徒の課題

はコーディネーターと担当教員の中で完結しがちになる。学校カリキュラム

も外国人生徒に応じたものというよりは、外国人生徒が学校に併せることが
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求められる。それでも、各校の課題や教育実践はME-netを通じて共有される。

その結果、どのような学校でも参照可能なマニュアルが作成され、教員らに

利用される。さらには、高大接続や高卒就労に関しても独自の取り組みが行

われている。

　以上のような「システム」の違いは、今回収集したデータの範囲でいえば、

各府県の外国人生徒観や将来観とも密接な関係にある。聞き取りに際しても、

大阪においては、「外国人生徒が外国人らしく日本社会で生きていくこと」が

強調され、神奈川においては「外国人生徒であっても日本社会で生きていかな

ければならないこと」が重視されていた。

　そして、外国人生徒観や将来観は、外国人生徒への「資源分配」にも反映さ

れている。神奈川の取り組みは、充実した情報提供や日本人コーディネーター

の配置に見られるように、外国人生徒が日本社会で生きていくための文化資

本を「補充する」といった直接的な取り組みとして位置づけることができるだ

ろう。対して、大阪の取り組みは、母語教育の重視や外国人生徒の居場所の

設定など、外国人生徒がすでに有している文化資本（例えば、中国人家族から

継承した中国語という文化資本）を「維持・向上」することに主眼をおいている。

　これらの観点について注意が必要なのは、基本的に「両方」保障すべきとい

う立場に、多くのインタビューイーが立っていることである。大阪において

も日本語教育については専門の教員を雇用しているし、神奈川においても母

語教育が模索されている。しかし、「両方」行うためには資源的な限界がある。

両県ともに、「人権教育として外国人教育を位置づける」ことを念頭に、支援

の「力点」については違いが生じているということであろう。

　では、なぜそのような「力点」に違いが生じているのだろうか。神奈川、大

阪は人権教育に手厚い地域であることは知られている。そして、そうした人

権への配慮は、本稿で記述してきたように、歴史的な教育実践の積み重ねが

コンテクストとなることで、外国人教育の発展を下支えしてきた。外国人教

育の方向性は、普遍的とされる人権を基盤として両府県ともに多分に共有す

る部分を有しながらも、そのシステムや資源分配においては各府県の特色に

彩られていた。本稿では教育実践まで分析することはできなかったが、管見

の限りにおいて指摘するならば、大阪府における外国人教育の具体的な実践
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は「学校」が核となり、大阪府における人権教育といったコンテクストによっ

て枠付けられていた。神奈川県においては、それが学校レベルというよりも、

歴史的な教育運動の積み重ねを背景に、学校外の「＋α」としての人材がNPO

などから派遣されることで外国人教育を支えていた。外部の専門家が校内の

外国人生徒の支援メニューを考えることで、校内の負担は最小限となる。こ

のように、人権教育という普遍的取り組みであっても、地域的な「コンテクス

ト」に依存していることが理解できる。

　「人権教育として外国人教育を位置づける」「人権教育が普遍的でありながら、

地域的特色を帯びている」という常識的な事実は、外国人教育の学校システム

を構築する際の課題を浮かび上がらせる。というのも、コンテクストの生成

に教育実践が不可欠であるがゆえに、コンテクストが教育実践をうみ、教育

実践がコンテクストを手厚くするといった再生産関係にあるからである（伊

藤他2019）。すなわち、コンテクストを作り上げてきた教育実践の当事者が、

現場においてコンテクストに応じた実践をしてきたため、絶えずコンテクス

トが補強されシステムが更新されてきたのである。そうであるがゆえにコン

テクストと実践をつなぐ「システム」の有り様が重要なものとなる。両府県に

おける調査において、特別枠成立に携わっていたシニア教員が定年退職後、「理

念や実践を継承する人材がいない」といった語りがしばしば聞かれた。両府県

を特徴づける人権教育のコンテクストがどのようなものであるにしろ、それ

を教育実践に結実させることができる教員がいなければ、コンテクストが継

承されることはない。充実した教育システムは予算分配の文脈においては前

年踏襲によって維持されるだろうし、教育実践も研修などを通じて継承され

得るだろうが、「人権教育として外国人教育を位置づける」といったコンテク

ストの再生産は、「コンテクスト－システム－実践」の密接な関係によって生

じるものである。「過去の教員がやっていた教育実践を継承はしているが、そ

の意義はわからない」といった、「実践は残るも、その理念が継承されない」と

いった事態が生じてしまいかねない。

　実際、今日の教育現場におけるシニア教員の大量退職と若手教員の雇用に

よる年齢構成の変動や、矢継ぎ早に行われる教育改革による学校システムの

刷新を背景とし、コンテクストの再生産が困難なものとなりつつあることが、
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先述した「理念を継承する人材の不在」といった語りにつながっていたのでは

ないか。これは現場の言葉を借りるならば「人権教育の空洞化」と表現されう

る事態である。

　ではどのようにコンテクストを再生産しながら、それを教育実践に結びつ

けていくのか。仮に人権教育の空洞化が生じるならば、より深刻な影響を受

けるのは集積型の大阪府であろう。なぜなら、外国人教育の知見が学校に集

積されている大阪府では、シニア教員の退職によって、その知見の散逸や実

践の後退が急速に進展することが予想されうるからである。対して、ネット

ワーク型の神奈川県においては、外部のNPO団体が恒常的に担いながら学校

システムに関与することで、少なくとも学校システムの変更に非依存的な形

で、人権教育や外国人教育の理念と実践が継承されうる。そのため、どのよ

うな学校であっても、どのような教員が配置されようとしても実践やコンテ

クストが維持されることが想定される。もっとも、こうした分析は教育実践

を含めたより総合的な研究を通じて検討されるべき内容であり、今後の課題

としたい。

　いずれにしても、両県の取り組みは、日本における外国人教育の先行事例

として位置づけられる。全国での外国人特別枠の普及を考えたとき、神奈川

県のモデルは、各地で受け入れやすいシステムであるといえる。ただし、筆

者らの見解を踏み込んでいえば、大阪府のモデルの挑戦を浮かび上がらせた

い。本稿のように「教員」配置の重要性を強調するならば、教員の状況がコン

テクストの形骸化や実践の後退といったリスクを孕む。しかし、大阪府の取

り組みは、外国人生徒のニーズを中心に据え、「教員そのものを」コンテクス

トの継承者として位置づけようとするものであり、より抜本的に学校文化を

変容させようとするチャレンジと見なすこともできる。過去、外国人生徒の

処遇は適格者主義であるとして批判されてきたわけだが、だとすれば今日の

学校文化そのものを改善しようとする大阪府の取り組みは、全国で真摯に受

け止められるべき取り組みだからである。

注

1 第3章・4章で詳細に述べているが、両府県に在住する外国人生徒の国籍やルーツなどの出
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自は多様である。外国人生徒の呼称は、神奈川県では「外国につながる」生徒、大阪府では「外

国にルーツをもつ」生徒と地域によって異なっている。本稿では、国籍やルーツに関わらず、

特別枠入試制度の対象とされる生徒を外国人生徒と呼称する。

2 本稿で対象とする神奈川県の特別入試は「在県外国人等特別枠募集」という呼称で行われて

いる。神奈川県では略称として「在県枠」と呼ばれている。一方、大阪府の「日本語指導が

必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」（中国等帰国生徒及び外国人生徒入学者選抜を名

称変更）は「特別枠」と呼ばれている。以下、本稿では、「在県枠」「特別枠」のどちらも「特別

枠」として扱うこととする。

3 神奈川自治総合研究センター（1984）『神奈川の韓国・朝鮮人̶自治体現場からの提言』

4 川崎の青丘社（ふれあい館）、横浜の親愛塾である。両団体は引き続き外国人の子どもの支

援を継続している。

5 川崎市教育委員会（1986）および神奈川県教育委員会（1990）、横浜市教育委員会（1991）が
在日外国人生徒の教育に関わる教育基本方針を策定した。

6 1988年10月に神奈川県が主催した国際シンポジウムで採択された。

7 高田昭彦は、バブル経済から阪神大震災を経て社会運動が市民運動を経て市民活動として

定着した時期と述べているが（高田2004：86-7）、相模原市においては反基地運動が活発で、
日本語ボランティア活動は、「参加・提案」型の市民活動が認知される先駆けであったとい

える。

8 現在、学齢期の子どもを対象とした「学習支援教室」が100箇所以上で活動しており、神奈
川の一つの特徴ともいえる。

9 神奈川県在日外国人にかかわる教育研究協議会『民族共生の教育を拓こう～ふれあい教育

をさらに豊かにするために～＜神奈川県在日外国人にかかわる教育研究協議会報告書＞』

1994年3月、p.45。

10 2008年度までは志願する年の4月1日現在で3年以内としていたが、より実態に近づける
ために2月1日に変更した。

11 2019年7月30日神奈川県教育委員会からの聞き取り。神奈川総合高校が在県枠から外れ
た理由は、帰国生徒枠も有しており学校に負担がかかると判断されたからだという。

12 設置地域の偏りについては、特に2017年まで在住外国人の多い川崎市や横浜市にほとん
ど在県枠校がなかったこと、また新設されたが数的には十分でないことが支援者等の声か

ら聞かれた。

13 様式5には「面接及び学力検査等に関する方法（箇条書で記入してください）」という空欄し
かない。3つの申請項目は、中学校、高校と教育委員会の間での了解事項と考えられる。

14 2019年9月8日神奈川県教育委員会からの聞き取り。

15 「日本語を母語としない生徒派支援者遣事業」の予算は2時間5000円（交通費込み）であり、
多文化コーディネーターがそれを兼ねることも多い。また、学習支援員という予算の1時
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間5000円（交通費込み）を使って多文化コーディネーターが実質的に関わっている学校も
ある。

16 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/f5258/abcjapan.html（2019年8月28日アクセス）

17 大阪府では「普通科」と「総合学科」を組み合わせた「普通科総合選択制」を独自の制度として

設けてきたが、近年は「総合学科」として再編されている。「総合学科」は普通科と比べて「福

祉」や「国際」などコースに即した専門科目から授業を選択することができる。

18 エンパワメントスクールとは、中学校までに学習の「つまづき」を経験してきた生徒を中心

に、「基礎学力」「考える力」「生き抜く力」を育むことをコンセプトとした学校。30分授業や
習熟度別授業などが各校で積極的に取り入れられている。2015年度から運用され、長吉高
校は2015年度に、布施北高校は2017年度に移行している。

19 当初の対象者は「海外に継続して3年以上滞在し、帰国後1年以内の者」とされていた。
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Abstract
 This research examines and compares two pioneering special entrance examination 
systems for foreign students in Kanagawa and Osaka prefectures of Japan. Specifically, it 
investigates three questions: (1)What are the backgrounds against which the systems are 
established and institutionalized? (2) What are the significant factors in the implementation 
of the set aside quotas? (3) What are the challenges facing the systems?
 We found that the two systems hold distinct characteristics in resources 
distribution. The Osaka system puts “native language and mother culture education” at 
the center of “special education”, and resources tend to accumulate in schools. We call 
it the “Acculumation type”. By comparison, the Kanagawa system uses the network of 
“multicultural education coordinators” to assign coordinators to schools. We call it the 
“network type”.
 We discuss that the main challenge for the Osaka system is that the formation 
and maintenance of school culture is mainly dependent on the teachers in charge, while the 
main challenge for the Kanagawa system is that it is difficult for schools to obtain practical 
knowledge of using the system.

A comparative study on the advancement system for foreign 
students : Analysis of high schools which provide special 
admission for foreign students in Kanagawa and Osaka

RESEARCH ARTICLE

ISHIKAWA Tomoko, ENOI Yukari, HIGA Yasunori, 
YAMAMOTO Kosuke

Keywords : foreign students, special treatment school culture, special treatment 
high school in Kanagawa and Osaka
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日本における英語授業に対する満足度
留学生による9年間の授業評価アンケートの分析を中心に

　本研究は，日本国内の K 大学で行われている英語での授
業に対して、留学生による授業評価アンケートを分析し、教
員による適切な回答が授業満足度に与える影響を検討した。
また、補助的に、授業中における日本人学生との交流機会、
教員の英語のわかりやすさ、ティーチング・アシスタント（以
下、TA）の授業への貢献度、授業の見通しが、授業満足度
に与える影響も調査した。授業評価アンケートは、2010 年
から 2018 年の 9 年間にわたって、各学期に中間と期末の
2 回実施され、分析対象となった授業科目数は延べ 382 科
目、サンプル数は 9,672 件である。
　SPSS による分析の結果、教員が適切な回答をしている授
業は満足度が高く、また日本人学生との交流機会も満足度に
影響を与えていた。そして、教員の英語のわかりやすさと授
業の見通しも、授業満足度に関係していたが、TA の授業へ
の貢献度との関連はみられなかった。本研究より、英語によ
る授業を担当する教員にとって、学生からの質問に対して適
切に回答すること、日本人学生との交流機会を提供すること、
学生とのコミュニケーションを重視すること、わかりやすく
適度な声で話すこと、授業の見通しを工夫することの重要性
が示唆された。

中野 遼子 a、伊藤 駿 b、近藤 佐知彦 c
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1. はじめに

　近年、日本における留学生数が増加傾向にある。2018年5月1日現在の高等

教育機関における留学生数は298,980人となり、留学生30万人計画の達成が

目前となっている 1。こうした高等教育の国際化は受け入れ留学生数の増加だ

けに留まらず、授業方法・内容の国際化にまで及び、各大学において英語に

よる授業の実施が進められている（山本 2011）。今回分析対象となる日本国内

の国立K大学でも、留学生向けに英語による授業（以下、国際交流科目）を開

講している。しかし、母語ではない英語による講義の実施に対して負担を感

じる担当教員は少なくない（北浜・近藤 2002; 中井 2009）。そこで、学生から

のニーズを把握するために、2010年度から、国際交流科目を受講した学生を

対象に授業評価アンケートを実施している。英語による授業へのニーズに関

しては、「一方的な講義形式よりも、相互対話的あるいはディスカッションを

基礎とした講義形式が望まれる」といった指摘がある（北浜・近藤 2002:109）。

そこで、本研究は、9年間にわたる留学生による授業評価アンケートの分析

を通して、その満足度を検討するとともに、担当教員が一方向的な授業で

はなく学生からの質問に適切に回答する姿勢が授業評価に与える影響を明

らかにする。そこから、留学生にとっての「よりよい授業」のあり方を検討す

る。このことを通して、さまざまな文化的・社会的背景を持つ学生が共に学び、

互いの理解を深めながら、それぞれの違いや個性を認め合えるような教育環

境づくりへの貢献を目指す。

２．先行研究と本研究の目的

2.1　授業評価関連研究
　本研究に関連のある先行研究として、授業評価関連研究と英語による授業

関連の研究が挙げられる。ここでは、授業評価関連研究について述べる。

　現在、多くの大学で、FD（Faculty Development）活動が実施されており、

その中でも最も頻繁に行われているものが学生による授業評価である（牧野 



未来共創  第 7 号（2020） 223

2005）。そして、本研究に関係する授業評価関連研究は以下の2つの分野がある。

第一に、学生による授業評価に影響を与える外的要因に関するものである。

例えば、学生による授業評価は、授業内容に関係なく、開講曜日や開講時限、

教員の年齢や職階、そしてアンケートの実施時期といった、授業を取り巻く

環境が評価に影響を与えているという（牧野 2005）。さらに、実施時期に関し

ては、田畑（2014）によれば、中間アンケートの有無によって期末アンケート

の結果に与える有意差を確認できなかったとしている。ただし、中間アンケー

トは学生からの授業改善の要求を拾い上げることに役立つ可能性を提示した。

　第二に、授業評価の規定要因についてである。星野・牟田（2003）は、教員

との「コミュニケーション」が「学生の努力」を促していることを明らかにした。

牧野（2005）は、授業概要を受講生に事前に認知させることで、授業評価が向

上すると結論づけている。阿久津（2014）は、評価の高い授業は、話し方が明

瞭で聞き取り易い、よく準備されている、学生の理解に配慮して適度な分量

と速さで進む、という3つの特性をもっていることを示した。

2.2　英語による授業に関する研究
　続いて、英語による授業の先行研究について検討する。Kondo（2016）は

教授言語英語化に伴って、特に非英語圏において高等教育がコモディティ化

する危険性を指摘しているが、日本においても英語化の趨勢は止まらず、文

部科学省は2000年代に入って、例えば、2008年の「グローバル30（国際拠点

大学）」や2010年の「グローバル人材の育成」により、大学等での英語による

授業の普及を推進させてきた（山本 2011）2。しかし、太田（2011）は、日本の

高等教育機関における授業科目と教育課程の英語化に関しては、ヨーロッパ、

そしてアジア諸国と比較しても普及が遅れていると指摘している。2015年現

在、国内では305の大学が、学部段階において英語による授業を実施してい

る（内訳は、国立70、公立25、私立134、日本の大学総数の41%）3。そして

近年、英語による授業の実践報告が学術誌等でも見られるようになった（栗田 

2017; 早瀬 2017）。そのような中、日本における英語による授業の問題点を

指摘する先行研究も増加している。例えば、北浜・近藤（2002）は、担当教員

の多くにとって英語による講義が負担となったり、また遅刻や授業中の飲食
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といった日本と異なるアカデミック・カルチャーや授業態度に対して不快な

思いをしたりする点を挙げている。山本（2011）も、英語による授業準備の負

担と、さらに、母語ではない英語で授業を行うことにより学生の理解度を低

下させている点を指摘している。また、山川他（2015）によれば、教員の英語

の聞き取りやすさに差があるという。このような問題の解決策として、北浜・

近藤（2002）は、視覚教材の適切な利用と、双方向型の授業の設計を挙げてい

る。中井（2009）は、英語で教える際の秘訣を、(1)完璧な英語を目指さない、(2)

コースの全体像をしっかり設計する、(3)コミュニケーションの手段を増やす、

(4)授業での学生の参加を促す、(5)学生の英語力の多様性に配慮する、とい

う5点を提言した。しかしながら、北浜・近藤（2002）や中井（2009）が提案し

た教授法が実際に学生の授業理解を促しているか否かという実証的検証はな

されていない。

2.3　本研究の目的
　以上、先行研究を概観した。このように、授業評価関連研究は数多くなさ

れており、英語による授業の実践報告や教授法に関する文献は日本国内で増

加している。しかし、英語による授業を対象とした授業評価に関しては、十

分に研究がなされているとはいえない。また、アンケートの対象も日本人学

生が多く、留学生を対象とした授業評価アンケートの先行研究はほとんど見

当たらない。そこで本研究では、英語による授業を対象とした留学生による

授業評価の規定要因について、特に教員が学生からの質問に適切に回答する

姿勢が授業評価に与える影響を検討する。

　本研究の研究対象となる国際交流科目を受講した留学生のうち、約8割の

学生が英語だけで交換留学ができるAプログラムの学生である。そして、本

研究対象の2010年から2018年までのAプログラム学生の合計1194名のうち、

64%にあたる766名が欧米圏出身である（表1参照）。欧米圏では、日本と比

較して、授業中に教員とのコミュニケーションの機会が多く、常に発言を求

められる環境が一般的であるという（佐藤 2015; 山川他 2015）。そのため、国

際交流科目に関しては、一方向的な授業ではなく、教員が学生の質問に適切

に回答している授業は、そうでない授業よりもAプログラムの学生をはじめ
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とした留学生による授業評価が高いと予想される（仮説①）。

　また、補助的に、教員による適切な回答以外の要因として、授業中の日本

人学生との交流機会の頻度、教員の英語のわかりやすさ、ティーチング・ア

シスタント（以下、TA）の授業への貢献度、そして授業の見通し、という要

因の影響も検討したい。まず、留学生同士だけでなく、日本人学生との交流

や意見交換の機会が多い授業は、留学生による授業評価に正の影響があると

予測した（仮説②）。教員の英語のわかりやすさは授業評価に大きく影響する

と思われるが、教員とのコミュニケーションの重要性を主張する星野・牟田

（2003）の研究結果から、教員による適切な回答という要因の方が教員の英語

のわかりやすさより影響力が強いと予想する（仮説③）。TAの授業への貢献

度は、アクティブなTAほど単なる授業アシスタントではなく、受講生との

インタラクションを積極的に行っていると考えられる。それにより、彼らの

貢献度が高いほど、留学生による授業評価が高くなると予想している（仮説

④）。そして、授業の見通しについては、授業概要を受講生に事前に認知させ

ることで、授業評価が向上すると言及する牧野（2005）を参考に、教員の英語

力に関係なく、授業の見通しを綿密に立て、学生に認知させている授業の方が、

そうでない授業よりも評価が高いと予想した（仮説⑤）。ここで、授業内容に

関しては分析対象としなかった。その理由は、人文社会科学、自然科学を問

わず数多く開講されている国際交流科目は、各授業内容の比較が非常に困難

であることと、学生の興味関心に大きく依存するため、授業満足度の規定要

因として挙げるのは適当ではないと考えたためである。

　以上の仮説を検証するため、過去9年間にわたりK大学で国際交流科目を

対象に実施された留学生による授業評価アンケートの分析を行う。次節では、

本研究で用いた研究方法について述べる。

３．研究方法

3.1　国際交流科目およびAプログラム
　まず、調査および分析概要を報告する前に、国際交流科目とAプログラム

について概述する。国際交流科目とは、1996年に設置された英語による交換
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留学プログラム「Aプログラム」の学生を対象に開始された授業である。Aプ

ログラムの学生は英語圏からの学生か、それ以外でも IELTSスコア6.0以上

もしくはTOEFL iBT80を保持することがプログラムの参加要件とされてい

る。また、プログラムの修了要件は1学期につき14単位を取得することであり、

そのうち2単位については国際交流科目以外の授業も受講可能であるが、残

り12単位は国際交流科目の中から選択して取得することが義務づけられてい

る 4。そして、表1のとおり、Aプログラムの学生はアジア圏（36%）よりは欧

米圏出身（64%）の学生の方が多くなっている 5。

　さらに、全学プログラムであるAプログラム学生の学年および専攻は様々

であるため、国際交流科目は、英語による教養科目という位置付けとなって

いる。日本人学生の受講も推奨しているが、現段階では、卒業要件科目にはなっ

ていないこともあるためか、日本人学生の割合は国際交流科目の受講生総数

のうち16%に止まっている。

　また、アンケートデータによれば、対象となった国際交流科目授業の出席

率は9割以上であり、62%の学生が単位を互換している。そして、授業満足

度の平均点は5点満点中4.1以上であり、国際交流科目全体の満足度は比較的

高いといえる。

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
合計学期 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春

夏
秋
冬

春
夏
秋
冬

アジア 22 24 19 33 35 24 20 23 28 27 22 22 29 24 19 16 21 20 428

欧州 8 18 14 8 12 21 23 30 18 28 28 38 28 45 27 42 33 64 485

北米 10 7 10 3 7 5 8 4 6 9 13 10 10 7 14 6 12 8 149

南米 1 2 2 1 2 3 3 4 2 2 4 1 2 0 0 2 6 3 40

ロシア 0 1 2 0 0 1 2 0 7 2 7 5 1 1 7 2 0 4 42

豪州 2 2 3 2 1 3 3 3 0 4 6 3 3 5 3 4 1 0 48

トルコ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

エジプト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

合計 43 54 50 47 57 57 60 64 61 72 80 79 73 83 70 72 73 98 1194

表 1　A プログラム学生の出身地域および人数
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3.2　対象授業と調査協力者
　2010年度から2018年度にK大学において、国際交流科目の出席者を調査

協力者とした。授業評価は授業ごとに実施され、かつ、授業の折返し時期（全

15回講義の場合は7回目の講義が終了した時点）および授業の最終日において

実施した。学生の個人情報保護に配慮して、無記名のアンケートを用いたた

め、本研究で用いるデータには性別、出身国等の学生の属性に関する情報は

含まれていない。また、過去9年間において対象となった授業科目数は各部

局から提供された144科目であるが、開講部局が「回り持ち」である関係もあ

り、すべての年度で同一の授業が行われているわけではない。留学生向けの

日本語授業は分析対象から除いている。分析対象となった教員数は139人で

そのうち109人が日本人教員であった。また、アンケートを実施した授業は

延べ382科目で、そのうち最も回答者の少なかった科目は1人、最も多かっ

た科目では81人の回答数を得た 6。表2に各年度における授業科目数を示す 7。

　授業評価アンケートは留学生用（英語）と日本人学生用（日本語）の2種類

があるが、本稿では留学生用のアンケートのみを分析対象としている。また、

文字が判読できないものや回答がなされていない用紙は分析の対象外とした。

その結果、分析の対象となったサンプル数は9,672件である。

3.3　分析方法
　分析においては，統計ソフトSPSS Statisticsのバージョン24を用いた。ア

ンケートにおいては，基本設計は揺るがないものの，長年の間に質問項目の

異同などが生じている。本稿では各質問項目について最も当てはまるを5な

いし4、全く当てはまらないを1としている。そのため得点が高いほど評価が

表 2　年度別授業科目数

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

春
夏

秋
冬

春
夏

秋
冬

春
夏

秋
冬

授業
科目数 13 14 16 14 17 11 18 16 16 27 23 27 28 26 26 35 24 31
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高いことを示す。

　ここで、前節で確認した5つの仮説に適した分析方法を確認する。まず仮

説①については、教員による適切な回答と授業満足度という2変数の関連を

検討するため、相関分析が適切である。続く仮説②についても日本人学生と

の交流に関する質問項目と授業の満足度という2変数の関連を検証するため、

相関分析が同じく適切であると考えられる。仮説③では、教員の英語のわか

りやすさと教員による適切な回答という2つの変数の授業満足度に対する影

響の多寡を検討することが必要になる。このことを踏まえれば、重回帰分析

が妥当な分析方法といえる。仮説④については、TAの貢献度と授業満足度

という2変数の関連を確認するため、仮説①②と同様に相関分析を採用する。

最後に仮説⑤については、英語力を統制した上での授業への見通しをもたせ

ることが授業満足度へいかなる影響を与えるのかを検証することが必要なた

め、仮説③と同様に重回帰分析が適切であるといえよう。また、本研究で用

いるデータは無作為抽出ではなく、その点には留意が必要である。そのため、

本稿では複雑な分析は控えた。

　さらに、前述の通り、本調査では中間アンケートと期末アンケートという

2回のアンケートを実施している。これは、中間アンケートの結果を講師に

フィードバックすることによって、授業改善を促すためである。そのため分

析に先立ち、潜在バイアスを回避するために期末アンケートのみを分析の対

象とすべきか、サンプル数の確保のためにプーリングデータを用いるべきか

を検証している。検証では中間アンケートと期末アンケートについては、そ

の満足度の数値およびその規定要因を比較した。その結果、満足度の平均の

差は0.05ポイント（中間4.09、期末4.04）であり、イータの値も0.027であった。

また規定要因についても差は確認されなかった。さらに、本稿の目的は授業

の満足度の規定要因を明らかにすることにあり、プーリングデータを用いた

上で、ダミー変数として期末テスト変数を用いることで、目的を達成するこ

とが可能であると考えた。

　上記の検証を行った上で、表3に示した変数を本稿の分析として用いる。

また、連続変量として用いたものの記述統計量を表4に、その他の変数の度

数分布表を表5に示す。
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変数名 概要

授業満足度 あなたはこの講義に対してどの程度満足していますか、を 5件
法で尋ねたもの。

期末ダミー アンケートが行われた時期。中間を0、期末を1とするダミー変数。

日本人学生との交流 あなたはこの講義において、どのくらい日本人学生との交流の機
会がありましたか、を 4件法で尋ねたもの。

教員の英語の
わかりやすさ 教員の英語は理解しやすかったですか、を 5件法で尋ねたもの。

教員による適切な回答 教員は授業中に出た質問に対して適切に回答していましたか、を
5件法で尋ねたもの。

TAの授業への貢献度
授業の TA の有無について、無を 0、有を 1で尋ね、その後 TA
がいる授業について、TAが授業に貢献していたか、を 5件法で
尋ねたもの。

授業の見通し

教員は講義全体の流れについて十分に説明していましたか、を 3
件法で尋ねたもの。なお、３件法で得られた回答を５件法の評価
項目と同等に再割当てを行った（とてもそう思う＝５、そう思う
＝３、そう思わない＝１）。

表 3　使用する変数

表 4　使用する変数の記述統計量

表 5　関連する変数の度数分布表

平均値 標準偏差
授業満足度 4.060 0.941
日本人学生との交流 3.320 1.091
教員の英語のわかりやすさ 4.360 0.839
教員による適切な回答 4.460 0.748
TAの授業への貢献度 4.129 1.036
授業の見通し 4.325 1.050

度数 構成比

年度

2010年度 916 9.5
2011年度 816 8.4
2012年度 941 9.7
2013年度 862 8.9
2014年度 1140 11.8
2015年度 1335 13.8
2016年度 1275 13.2
2017年度 1275 13.2
2018年度 1112 11.5

学期 春学期 4656 48.1
秋学期 5016 51.9

調査時期 中間 5397 55.8
期末 4275 44.2
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４．結果

4.1　教員による適切な回答と授業満足度
　さて、まず仮説①の検証を行っていきたい。教員による適切な回答と授業

満足度の変数について相関分析を行った結果を表6として作成した。表6を見

ると、1%水準で有意な相関関係が正の方向に確認できる。すなわち、授業の

満足度を高くつけた学生は、教員が質問に適切な回答をしていたかについて

も高い評価を与えているということである。

4.2　授業中の日本人学生との交流機会の頻度と授業満足度
　続いて前項と同様に相関分析の結果を表7として作成した。表7を確認する

と先程と同様に1%水準で有意な結果となり、授業満足度と日本人学生との

交流の間に正の相関が見られる。すなわち、授業に対して高く評価した留学

生は日本人学生との交流の頻度についても多くあったと回答しているという

傾向が確認されたのである。ただし、ここで注意を要するのは前項の分析と

比較して、本分析の相関係数は低い値となっており、低い相関関係にとどまっ

ていることが挙げられる。

授業満足度 教員による適切な回答
授業満足度 1 .605**

教員による適切な回答 .605** 1

授業の満足度 日本人学生との交流
授業の満足度 1 .205**

日本人学生との交流 .205** 1

表 6　授業満足度に関する相関分析（教員による適切な回答）

表 7　授業満足度に関する相関分析
（授業中の日本人学生との交流機会の頻度）

N=9,513, **>.01

N=9,523, **>.01
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4.3　教員の英語のわかりやすさと授業満足度
　次に仮説③の検証をしていく。前節で述べたとおり、授業満足度を従属変

数とする重回帰分析を行った。独立変数には教員の英語のわかりやすさ、教

員による適切な回答、期末ダミーを投入している。また、その結果を表8と

して作成した。表8を確認すると、教員の英語の聞き取りやすさ、教員によ

る適切な回答についてはいずれも正の方向に1%水準で有意な影響が見られ

る。ただし標準化回帰係数（β）の値を比較すると、教員による適切な回答が

0.412であり、教員の英語のわかりやすさは0.309となり、教員による適切な

回答のほうが授業満足度を強く規定していることが明らかになった。また本

分析では調整済みの決定係数が0.424と比較的高い値を示しており、独立変

数に投入した両変数が授業満足度の規定要因の多くを説明できることが示唆

されたといえよう。

4.4　TAの授業への貢献度と授業満足度
　仮説④では、相関分析を行い、その結果を表9として作成した。まずサン

プル数について言及したい。TAに関する質問はアンケートを実施している過

程において新たに導入されたものであり、言及しているアンケートの回答数

は5,623件である。そのうちTAがいたクラスの回答数が3,991件であり、約

71%の授業でTAが雇用されていたことがわかる。しかし、その後にTAの授

業への貢献度を尋ねた項目の有効回答数は713件に留まっていることに注意

を要する。

　さて、表9を確認すると、授業満足度とTAの貢献には有意な関連は見られ

なかった。すなわち、TAが授業に貢献していることと授業の満足度には関連

Coef S.E. β
（切片） 0.244 ** 0.047

教員の英語のわかりやすさ 0.346 ** 0.011 0.309

教員による適切な回答 0.517 ** 0.013 0.412

期末ダミー 0.012 0.015 0.006

表 8　授業満足度に関する重回帰分析
（教員による適切な回答と教員の英語のわかりやすさ）

N=9,497, **>.01
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がないということである。

4.5　授業の見通しと授業満足度
　最後に仮説⑤の検証に移っていきたい。前節で述べた通り、授業満足度を

従属変数とし、教員の英語のわかりやすさと授業の見通しに関する変数およ

びダミー変数として期末ダミーを独立変数とした重回帰分析を行った。また、

その結果を表10として作成した。

　表10を確認すると、教員の英語のわかりやすさ、授業の見通しの2変数に

ついて1%水準で有意な影響が見られた。いずれの項目も正の方向に影響を

有していることから、教員の英語がわかりやすいほど、また授業の見通しが

与えられているほど、授業の満足度も高くなったということが明らかになっ

た。さらに、βの値に着目すると、教員の英語のわかりやすさが0.506、授業

の見通しが与えられていることが0.187で、教員の英語のわかりやすさのほ

うが授業満足度への影響力が強いことが明らかになった。

　では、これまでに得られた結果をもとに、前節で設定した仮説に基づいて

それぞれの結果に対する考察を行っていきたい。

授業の満足度 TAの役割
授業の満足度 1 -0.007

TAの役割 -0.007 1

表 9　授業満足度に関する相関分析（TA の授業への貢献度）

N=709

Coef S.E. β

（切片） 0.872 ** 0.047

教員の英語のわかりやすさ 0.568 ** 0.01 0.506

授業の見通し 0.168 ** 0.008 0.187

期末ダミー -0.017 0.016 -0.009

表 10　授業満足度に関する重回帰分析
（教員の英語のわかりやすさと授業の見通し）

N=9,430, **>.01
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５．考察

5.1　教員による適切な回答が授業満足度に与える影響
　分析の結果、教員が学生の質問に適切に回答している授業はそうでない授

業より、授業満足度が高かった。その理由を検討したところ、国際交流科目

受講留学生の約8割がAプログラムの学生であり、調査対象となった2010

年から2018年度のAプログラム学生の64%（2016年から2018年に限れば

72%）が欧米圏出身であるため、前述のとおり、一方向的な講義型ではなく

教員との双方向型の授業に慣れており、質問や発言の機会が提供され、それ

に対して適切に回答する姿勢を教員に期待する傾向にあるからだと考えられ

る。つまり、彼らは単に担当教員の講義を聞くだけでは満足せず、自分の考

えを発信したり疑問を質問したりして授業に積極的に参加することで、その

授業への満足感を得ていると思われる。さらに、星野・牟田（2003）は、教員

とのコミュニケーションにより学生の努力が促されると述べていることから

も、教員が学生からの質問に対して適切に回答しようとする姿勢により教員

と学生のコミュニケーションが活性化され、それが学生の努力促進と授業へ

の意欲的な参加に繫がったことで、彼らの授業満足度が向上したものと考え

られる。

5.2　授業中の日本人学生との交流頻度と授業満足度の関係
　授業中の日本人学生との交流頻度も、留学生の授業満足度に関係していた。

ただし、相関関係は、0.205であり、授業満足度に強く影響しているとはいえ

ない。この理由としては、前述の通り、国際交流科目の受講生のうち日本人

学生は16%しかおらず、また、日本人学生がいない授業もあるため、そもそ

も国際交流科目で日本人との交流を期待している留学生が少ないからだと思

われる。それでも、わずかではあるが日本人との交流頻度と授業満足度に正

の関係があることと、共生学の観点から、留学生と日本人学生が対話や交流

を通して共に学ぶ機会の提供を意識した授業計画は、留学生の授業満足度の

向上だけでなく、多様性の理解促進のためにも今後重要になってくると思わ

れる。
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5.3　教員の英語のわかりやすさと授業満足度の関係
　次に、教員の英語のわかりやすさは、留学生による授業満足度に影響して

いた。この点に関しては、北浜・近藤（2002:109）も、「教官の英語能力につ

いては留学生からかなりシビアな要求が出される」と述べており、本研究は

これを支持する結果となった。ただし、この項目は、教員の英語が「理解可

能 (understandable)か」を聞く設問であるため、単に英語の流暢さだけでなく、

受講生にわかりやすい単語や表現を使用しているか、聞き取りやすい声の大

きさで話しているかという点も評価に含まれると考えられる。教員の英語ス

キルについては一朝一夕で身につけることができるものではない。そのため、

北浜・近藤（2002:109-110）が「コミュニケーションをオーラルなものだけでな

く（中略）視覚に訴える方法でカバーするなどの工夫が必要」と指摘するよう

に、画像や動画、スライド、そしてハンドアウトといった視覚教材を利用して、

授業内容の理解を促す工夫が重要になると思われる。

　また、自由記述欄には、「大きな声で堂々と話した方が良い」というコメン

トも見られる。これは、英語を得意とする教員にも書かれていたコメントで

あるため、聞き取りやすい声の大きさで話すことの重要性が示唆された。こ

れに関しては、阿久津（2014）も、話し方が明瞭で聞き取りやすい授業は評価

が高いと述べている。また、本研究からは、教員の英語より、教員による適

切な回答の方が、授業満足度への影響が高いことが明らかとなった。ここか

ら、英語のコミュニケーションに不安を抱く担当教員にとっては、視覚教材

を利用すること、堂々と明瞭で聞き取りやすい声の大きさで話すこと、そして、

学生の質問に対して適切に回答しようとする姿勢を示すこと、様々な方法を

利用して学生とのコミュニケーションを増やすこと、日本人学生と留学生と

のインタラクティブな活動を授業に取り入れることで、授業満足度の向上が

期待できると考えられる。

5.4　TAの授業への貢献度と授業満足度の関係
　調査対象の授業のうち、TAがいた授業は71%である。そして、分析の結果、

TAの授業への貢献度と授業満足度には関係がみられなかった。これに関して
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は、TAが「大学の皿洗い」（苅谷 2012: 21）と指摘されるように、彼らの多く

が配布資料の印刷、出席管理、レポートのコメントを書くといった単純作業

をするだけの役割しか与えられておらず (苅谷 2012; 藤城・保﨑 2018)、受講

生とのコミュニケーションの機会が少ないため、授業満足度に与える影響が

小さいからだと思われる。TAには、「（受講学生にとって）教員には聞けない

質問が可能となり、丁寧な指導を受けたりすることで学習活動の改善につな

がる」（貝原 2011: 154）など、教員と学生をつなぐ役割がある。そのため、今後、

TAをうまく活用することで教員と学生とのコミュニケーションが活性化され、

授業満足度の向上につながると予想される。

5.5　授業の見通しと授業満足度の関係
　授業の見通しとは、シラバス作成や授業計画、明確な評価基準が提示され

ているかを問う項目である。分析の結果、授業の見通しが立っている授業の

満足度は高かった。これについては牧野（2005）も、授業概要を受講生に事前

に認知させることで、学生が積極的に学習に取り組むようになり、授業満足

度を高く評価するようになると述べている。また、阿久津（2014）も、入念に

準備され、学生の理解に配慮して適度な分量と速さで進む授業は、学生によ

る満足度が高いとしている。そして、特に交換留学生に関しては、一般的に

彼らは良い成績を取得して、母校で単位互換したいという意欲が強く、自分

が受講する授業のシラバスや評価基準については極めて敏感であるという（北

浜・近藤 2002）。そのため、Aプログラムの学生が多い国際交流科目では、授

業計画や評価基準を明確に提示するなど授業の見通しの高さが授業満足度に

影響したと考えられる。

６．まとめと今後の課題

　本研究では、2010年から9年間にわたって実施された国際交流科目の授業

評価アンケート（留学生用）の回答を、SPSSを用いて相関分析および重回帰分

析により分析した。その結果、教員が学生の質問に適切に回答している授業は、

留学生による授業評価が高いことが明らかとなった。これは、本研究の調査
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対象者に、意見を求められる対話型授業に慣れた学生が多いことから、発言

や質問がしやすく、それに対して適切な回答をする教員の授業を高く評価し

た可能性があると考えられる。

　次に、授業中の日本人学生との交流機会の頻度も少なからず影響している

ことが明らかとなった。また、教員の英語のわかりやすさも、授業評価に大

きく影響していたが、TAの授業への貢献度については授業評価に差は見られ

なかった。最後に、授業の見通しは、授業評価と関係しており、授業概要を

学生に認知させることで授業評価が向上するという牧野（2005）を支持する結

果となった。最終的には、本研究から、英語によるコミュニケーションに過

度な不安を抱く教員でも、双方向型の授業を工夫して、学生からの質問に適

切に回答する姿勢を示すこと、視覚教材を利用すること、様々な方法を利用

して学生とのコミュニケーションを大切にすること、堂々とした態度でかつ

明瞭で聞き取りやすい声の大きさで話すこと、授業計画や評価基準等の授業

の見通しを明確に提示することで、英語による教養科目において、留学生に

よる授業満足度の向上に効果があることが示唆された。

　今後の課題としては、記名式でも無記名式でもアンケート結果に差がない

とする牧野（2005）の研究を参考にして、記名式のアンケートを実施し、男女

差、出身地域差、学生のネイティヴ言語といった回答者の属性を含めて検討

することが挙げられる。また、今回は量的調査のみであり、満足度の高かっ

た授業の具体的な授業内容や授業スタイルについてまでは分析することがで

きなかったため、次回は各授業のシラバスの比較検討を行い、より詳細な要

因について明らかにしたい。さらに、本研究では、留学生による授業評価ア

ンケートしか分析できなかったため、今後は国際交流科目を受講した日本人

学生によるアンケートも分析し、留学生対象のアンケートとの相違点につい

ても比較分析を行う。そこから、国際交流科目の質保証及び日本人学生と留

学生が共に学ぶ環境作りに必要な要因を解明したい。これらのことは、今後

の課題とし、別稿で論じる。

注

1 文部科学省（2019）「『外国人留学生在籍状況調査』及び『日本人の海外留学者数』等について」
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http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1412692.htm （2019/04/21アクセス）

2 山本（2011:75）は、英語による授業に関する文部科学省関係の主な最近の動きについて、
「21世紀日本の構想」（2000年1月）、「『英語指導方法等改善の推進に関する懇談会』報告書」
（2001年1月）、「英語が使える日本人の育成のための構想」（2002年7月）、「『英語が使える
日本人』育成のための行動計画」（2003年3月）、「教育再生懇談会　第１次報告」（2008年5
月）、「グローバル30（国際拠点大学）」（2008年7月）、「国際化拠点整備事業（グローバル
30）の採択拠点の決定」（2009年7月）、「グローバル人材の育成」（2010年4月）、という8点
を挙げている。

3 文部科学省（2015）「大学における教育内容等の改革状況について（平成27年度）http://
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/1398426.htm （2019/04/21ア ク セ ス、
平成28、29、30年度のデータはまだ公表されていない）

4 日本人学生にとっては、国際交流科目は自由選択の科目であり、卒業要件単位となるかは

学部によって異なる。

5 Aプログラム学生の出身国籍は以下の38カ国である。アジア圏は、ブルネイ・ダルサラーム、
中国、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、

シンガポール、台湾、タイ、ベトナム。ヨーロッパ圏では、オーストリア、ベルギー、チェコ、

クロアチア、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イ

タリア、オランダ、ルーマニア、セルビア、スロヴァキア、スペイン、スウェーデン、英国。

北米はカナダと米国、南米はブラジルとメキシコ、そしてロシア、オーストラリア、トルコ、

エジプト、となっている。

6 ここでは，留学生の回答数のみで，正規学生の回答数は対象としていない。

7 国際交流科目の分野は幅広く、大きく分類すると、芸術学、文学、言語学、文化人類学、法学、

政治学、経済学、社会学、教育学、心理学、生物学、幾何学、応用数学、機械力学、地球

資源工学、電気工学、社会医学、情報科学、などがある。

参照文献
阿久津洋巳

2014　「授業評価アンケートは何を評価しているのか」『岩手大学教育学部付属教育実践総
合センター研究紀要』13: 245-252。

太田浩
2011　「大学国際化の動向及び日本の現状と課題 : 東アジアとの比較から」『メディア教育

研究』8: 1-12。

貝原亮
2011　「我が国の TA 制度の事務管理に関する考察―国立大を例に―」『名古屋高等教育研

究』11:153–170。



中野ほか｜日本における英語授業に対する満足度 238

苅谷剛彦
2012　『アメリカの大学・日本の大学 :TA、シラバス、授業評価』東京：中央公論新社。

北浜榮子・近藤佐知彦
2002　「大阪大学短期留学特別プログラムOUSSEPのアンケート評価からの考察 －英語に

よる講義の問題点と可能性」『大阪大学留学生センター研究論集　多文化社会と留学
生交流』6: 93-112。

栗田聡子
2017　「英語による授業『Media and Japan』における課題と考察」『三重大学国際交流セン

ター紀要 Bulletin of Center for International Education and Research, Mie University』12: 
165-178。

後藤千穂・山田ゆかり
2018　「『学生による授業評価』質問項目の検討および学生の理解・満足度に関連する要因」

『名古屋文理大学紀要』18: 69-74。

佐藤学
2015　『専門家として教師を育てる ─教師教育改革のグランドデザイン』東京：岩波書店。

田畑忍
2014　「中間アンケートにおける質問項目・質問形式に関する一考察」『論叢 : 玉川大学教育

学部紀要 2013』133-146。

谷上亜紀
2018　「授業評価アンケートについての一考察 (2) ─影響する要因」『彦根論叢』418: 20-

32。

中井俊樹
2009　「英語による授業のノウハウの明示化」『名古屋高等教育研究』9: 77-89。

早瀬博範
2017　「『留学支援英語教育カリキュラム』の成果と課題 ─佐賀大学教養課程でのグロー

バル人材育成の試み」『佐賀大学全学教育機構紀要』5: 99-114。

星野敦子・牟田博光
2003　「大学生による授業評価にみる受講者の満足度に影響を及ぼす諸要因」『日本教育工

学会論文誌』27: 213-216。

藤城晴佳・保﨑則雄
2018　「ティーチングアシスタントの視点から語られる授業実践に関する事例研究」『京都

大学高等教育研究』24: 45-54。

牧野幸志
2005　「学生による授業評価の規定因の検討 (4) ─授業概要の認知度が授業評価に与える影

響」『経営情報研究』12: 1-20。



未来共創  第 7 号（2020） 239

山川健一・平本哲嗣・松岡博信・三宅英文
2015　「留学の事前指導と事後指導の一環としての英語による大学の授業」『安田女子大学

紀要』44: 181-190。

山本雄一郎
2011　「大学の英語による専門科目の授業実施の課題と方向性 ─母語話者教員と非母語話

者教員の比較」『明大商学論叢』93: 73-90。

Kondo, S.
2016　CHAPTER 9 Impact of the English Language on University Policy in Malaysia and 

Japan. In T. Yamaguchi & D. Deterding (Eds), English in Malaysia: Current Use and 
Status (pp.172-189). Brill.



中野ほか｜日本における英語授業に対する満足度 240

Abstract
 This study investigates the effects of instructors’ appropriate answers to questions 
from students on student satisfaction of classes taught in English at “K University” in 
Japan by analyzing class evaluations completed by international students. Furthermore, 
other factors such as interactions with Japanese students during classes, the teachers’ 
English understandability, contributions to the classes by teaching assistant (TA), and 
well-constructed class plans, were also examined regarding satisfaction of the classes. Class 
evaluations were conducted twice each semester as mid-term and term-end evaluations for 
9 years: from 2010 to 2018. A total of 9,672 students in 382 classes completed evaluation 
questionnaires. 
 Analyses of these questionnaires, using a correlation analysis and a multiple variable 
regression analysis, revealed that the factors of instructors’ appropriate answers to questions 
from students have a significant relationship on student satisfaction of classes. Moreover, 
interaction with Japanese students, the understandability of the teachers’ English and 
well-constructed class plans were also influential factors on class satisfaction. However, 
on the other hand, contributions by the teaching assistant showed no relationship to class 
satisfaction. In conclusion, this paper suggests that even teachers who are less confidence 
in English communication were still able to receive positive results of class satisfaction by 
trying to answer students’ questions appropriately, providing opportunities to interact with 
Japanese students, putting emphasis on communication with students, using understandable 
English with moderate voice volume, and well-constructed classes.

Factors that Determine the Satisfaction of Classes 
Taught in English in Japan : A Fundamental Analysis of 
9 Years of Class Evaluations by International Students

RESEARCH ARTICLE

Ryoko NAKANO, Shun ITO, Sachihiko KONDO

Keywords : Classes taught in English, class evaluation by students, student 
satisfaction of searching, international students



　本プログラムにとって、7度目になる東北フィールドワーク（コミュニティ・

ラーニング）である。このたびコーディネーターの任を志水宏吉教授から引き継

ぐことになり、是非、全行程にわたって参加したいと思い、それが実現したこと

はうれしかった。野田村の中をずいぶん歩き回った。これまで参加できなかった

分を取り戻したいという気持ちもあったかもしれない。

　私が参加することでフィールドワークに貢献できたことはほとんどないが、地

域で協力して下さっている方々の親切が身にしみた。学生が泊まる宿舎に次々と

差し入れが届き、しばらく談笑して、それぞれ何事もなかったように帰られる。

私自身、40年ほど前になる学生時代、洞穴調査を行う合宿の拠点として公民館

などに泊っていると、このような恩を受けることが少なくなかった。こういう時

代はもう終わったと思っていたが、野田村で現実に起こっていることに驚き、感

銘を受けた。

　東北フィールドワークは、本プログラムの重要な授業であり、初日と最終日で

は、これが同じ人物かと思えるほど成長した履修生の姿を見ることができた。こ

れは、地域の中で温かく学生を見守っていただき、支援下さった方々のおかげで

あり、これまで関わってきた先生方の尽力の賜物であるといえる。このような形

で実践できるフィールドワークは、大阪大学にとっての「秘められた宝」である

と思っている。

　今回の東北フィールドワークは、2019年8月17日から25日の9日間にわたり、

昨年度とほぼ同様に野田村で行われた。これまでの報告書を紐解くと、課題にぶ

つかり、考え、解決を探ろうとする、生き生きと活動する学生の姿が見て取れる。

本報告書もそのように仕上がっていると確信しているが、これは野田村の人々と
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東北フィールドワークと野田村
大阪大学の秘められた宝

澤村 信英 
大阪大学大学院人間科学研究科教授 ・プログラムコーディネーター

コミュニティ・ラーニング報告



学生との交流の中から紡ぎ出された成果物である。

　末筆ながら、岩手県野田村役場の方々をはじめとする、私たちの活動を支えて

いただいたすべての方々に、深甚なる謝意を表する次第である。
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1.はじめに

1.1 はじめに
　東日本大震災から9年が経とうとしている。東北地方を襲った未曾有の大地震

もいつしか人々の記憶の中で過去のものへとなりつつある。一方で災害を体験し、

大切な人、家、さらに思い出を奪い取られた被災者の方々にとっては常に人生の

一部としてその記憶と付き合っていかなければならない。大きな被害を受けた野

田村もハード面での復興は進みつつあるが、生き残った人々の教訓をどのように

して伝承してゆくのかが次のステップとなりつつある。

　このような背景から、今年の「コミュニティ・ラーニング」のテーマは「野田村

の復興にあたって」となった。ハード面で進みつつある復興に対して、生きてい

る人々が今後どのような形で各々の「復興」を捉えていくのか、震災の記憶を如

何にして後世へ伝えていくのかが、大きな目的である。そして、その大きな目的

の下で3つの班に分かれることとなった。

　本稿は野田村における8月17日から25日までの9日間の活動と、その後の考

察をまとめたものである。第1章では各班の参加者の紹介、および調査概要とそ

の目的を述べる。続く第2章では、野田村がどのような地域であるのか、その概

要を示す。第3章では各班の活動内容及び報告会での報告内容についてまとめる。

最後に、第4章と第5章ではこれまでの活動に基づいた全体的な考察を行った後、

私たちの考える野田村の復興についての意見をまとめる。

1.2 メンバー紹介
【観光班】

叶　惠婧（よう　けいせい）ホヤラーメンのホヤが食べられなかった人
 人間科学研究科　社会心理学

 研究分野：SNSにおける偽り自己とメンタルヘルスの関係

林　津如（りん　しんじょ）料理がみんなから絶賛された人

 人間科学研究科　文化人類学

 研究分野：中国の芸能人のファン・コミュニティに対する人類学的思考

閔　雅利（びん　がり）一番歩くのが早い人

 人間科学研究科　共生行動論
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 研究分野：SNSと災害ボランティア活動との連携

【トレイル班】

瀧尻　和子（たきじり　わこ）絵でみんなを驚かせた人

 人間科学研究科　共生社会論

 研究分野：大阪の教育政策

青木　霞穏（あおき　かのん）途中から髪型が変わった人

 人間科学研究科　教育工学

 研究分野：アクティブ・ラーニングと自尊感情の関係

大川　ヘナン（おおかわ　へなん）とにかく騒ぐ人

 人間科学研究科　共生社会論

 研究分野：在日ブラジル人の子どもの教育問題

【記憶・伝承班】

村上　太一（むらかみ　たいち）話の長い長身マン

 人間科学研究科　福祉社会論

 研究分野：子どもの居場所と居場所における支援のあり方

藤井　伸二（ふじい　しんじ）早寝早起き現役高校教師

 人間科学研究科　教育文化学

 研究分野：人権教育と地元高校

張　程皓（ちょう　ていこう）一番真面目だけど最後はおかゆになった人

 人間科学研究科　教育工学

 研究分野：情報技術は如何にして教育現場での問題を解決できるのか

1.3 調査概要と目的
　今回は「野田村の復興に向けて」という大きなテーマのもと、8月17日から25

日までの9日間を野田村で過ごした。私たちは3つの班に分かれて、特定の地域

ではなく、「観光」、「伝承」、「トレイル」というテーマで班ごとに活動を展開した。

　8月17日の午後、私たちは野田村に到着した。まず各班のキーパーソンの方を

訪問し、簡単な打ち合わせをした。翌日18日の午前、私たちは久慈駅から三陸

鉄道の震災学習列車に乗った。説明を担当する畑田健司さんは、震災時の状況の

写真を見せながら、とても心に響く話しを聴かせてくれた。その日の午後、全員
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で野田村に戻り、これからの調査に向けて、各班のキーパーソンとインタビュー

を兼ねて打ち合わせした。その後、19日から22日までの4日間にかけて、3つの

班はそれぞれの調査に入り、村の所々に訪問したり、関係者の方々にインタビュー

調査をしたりした。23日の午前、大阪大学の教員や学生、村役場の方々に向けて、

成果発表を行った。午後、関西の放送局でアナウンサーを勤めている戸石信泰さ

んにラジオ放送に関する講義をしてもらい、「のだむラジヲ」の準備をした。24日、

野田まつりの手伝いも含めて、本番の「のだむラジヲ」を迎えた。

2. 野田村の概要

2.1 地理的紹介
　野田村は岩手県九戸郡に属している村である。村は岩手県北東部に位置し、東

は太平洋に面し、北部と西部は久慈市に、南部は普代村と岩泉町に接しており、

総面積は80.80km2である。全般的に山地であり起伏が多い地形であるが、村北

東部の宇部川の谷底や中部の根井付近の台地は起伏がゆるやかになっている。海

岸沿いを南北方向に三陸鉄道リアス線と国道45号が縦断し、環境省「みちのく潮

風トレイル」の一部分となっている。

写真 1　BBQ パーティーを楽しんだ皆
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　野田村の中心部は愛宕神社、海蔵院付近を中心とした「城内」と呼ばれている

地域であり、役場、図書館、商店や飲食店などが立地する。愛宕神社の大鳥居は

遠くからも見ることができ、村のシンボルにもなっている。東部には紫色の小豆

砂を特徴とした砂浜の十府ヶ浦海岸が広がっており、海産物が非常に豊かである。

南西部は山間地域となっており、淡水魚が豊富な安家川が流れているほか、村で

最も高い和佐羅比山もこの地域に位置する。

2.2 人口
　総務省の「平成31年度1月1日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）」に

よれば、2019年1月1日時点での野田村の人口は4,240人となっている（岩手県

政策地域部 2018: 18）。そのうち65歳以上の人口は1,544人であり、総人口の約

36.4%を占めている。これは日本全体の高齢化率28.1%（内閣府 2019）と比べて

も高い値である。

2.3 産業
　沿岸部では漁業が盛んで、荒海ホタテやワカメなどの海産物が有名であり、そ

のほか地域の山葡萄を原料としたワインなどの販売も行っている。こうした特産

品は観光物産館「ぱあぷる」で販売されており、当該地は特産品の周知において

拠点としての機能を担っている。

　また、電力の地産地消として2016年6月13日より株式会社野田バイオパワー

JPによる木質バイオマス発電の試運転が開始されている。野田バイオパワー JP

は再生可能エネルギー事業の推進はもとより、震災で多大な被害を被った地元で

の直接雇用の創出や、燃料の運搬や製造に伴う間接雇用の創出に貢献している。

さらに、木材を長期的かつ安定的に利用することによって県北地域の林業に貢献

しており、野田村の復興事業の目玉となっている。現在40人の雇用を創出して

いる。

2.4 地震・津波・台風
　北米プレートに太平洋プレートが沈み込んで日本海溝を形成している東北沖で

は、周期的に大津波が起こるといわれている。

　2014年、野田村米田海岸の露頭の地層の発見を新聞が報道した。研究者は「野

田村への大津波は、宮古市以南よりも2倍程度多い回数襲来していることが分か
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る。2011年の震源より北の震源からも襲来しているからだ」と分析している（岩

手日報 2017）。

　記録の残っている明治以降の地震、津波、台風10号について記述する。

　明治三陸地震津波：　明治29（1896）年6月15日、岩手県東方沖合を震源とす

るマグニチュード8.2の地震が発生。野田村で震度2の揺れを観測、津波が到達

し死者261人（人口2,590人）、流出家屋138戸（世帯数411戸）という被害を受けた。

　昭和三陸地震津波：　昭和8（1933）年3月3日、岩手県東方沖合を震源とする

マグニチュード8.1の地震が発生。野田村で震度5の揺れを観測、津波が発生し

死者6人（人口4,264人）、流出家屋58戸（世帯数572戸）という被害を受けた。

　チリ地震津波：　昭和35（1960）年5月23日、南米チリ中部沿岸を震源とする

マグニチュード8.5の地震が発生。太平洋を横断した津波が日本の太平洋岸に到

達。野田村における死者は0人、倒壊、流出家屋は20数棟であった。

　十勝沖地震津波：　昭和43（1968）年5月16日、青森県東方沖を震源とするマ

グニチュード7.9の地震が発生。野田村で震度4を観測した。動力船33艇、無動

力和船61艇の損害。

　東日本大震災津波：　平成23（2011）年3月11日、宮城県仙台市の東方沖を

震源とするマグニチュード9.0の大地震が発生した。野田村で震度5弱を記録し、

最大約18mの津波が襲来、死者37人（村民28人、村外9人）、行方不明者0人（人

口4,849人）、住家被害515棟（世帯数1,674戸）、村内11か所の避難所に912人

が避難した。

　平成28（2016）年台風10号：　2016 年 8 月 30 日、台風 10 号が岩手県大船渡

市に上陸し、野田村内全域の1,653世帯、4,416人に避難勧告が出された。東日

本大震災で破壊された、下安家川の国道、県道、村道の三つの橋とサケ・マスの

孵化場は再建されていたが、二回目の被災となった。

2.5 年間イベントと野田まつり
2.5.1 年間イベント
　野田村では、一年中でいくつかのイベントが開催されている。表1は、それら

のイベントの内容、開催日時などについて、紹介するものである。
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2.5.2 野田まつり
　野田まつりは、愛宕神社の例大祭で、野田村を代表する夏まつりである。毎年

8月24日前後の金・土・日に、村役場の前にある村民広場と愛宕神社の周辺で開

催される。

　今年は23、24、25日に開催された。まつり期間中の三日間は「お通り」、「中日」、

「お還り」と呼ばれ、神事とともに様々な催しが行われる。山車・神輿の運行、民

謡・歌謡ショー、児童・生徒の合奏団と吹奏楽部の演奏、太鼓とよさこいソーラン、

懸賞大盆踊り大会、ダンス公演、山車競演、有名人たちのライブ＆トークショー、

花火打上げなど様々なイベントが行われ、まつりを盛り上げる。

　さらに、大鳥居をランドマークとする愛宕参道広場と市民広場には屋台が並び、

表１　野田村の年間イベント

出典：野田村観光協会ホームページ；一部は筆者編集

小正月行事 １６日市 塩の道を
歩こう会

愛宕神社例大祭
—野田まつり

秋のスマイル大収穫
祭　うんめぇ～ＮＯ
ＤＡまんぷくマル
シェ／村総合文化祭

紹
介

お 正 月 の 終
わ り に、 伝
統 行 事 を 行
い、 無 病 息
災・ 五 穀 豊
穣 を 祈 念 す
る行事

郷土料理を
売 る お 店、
野菜や花を
売 る お 店
等々が並ぶ
イベント

古来から伝わ
る製塩の歴史
を学びながら

「 塩 の 道 」 を
歩くウォーキ
ングイベント

山車と、地域の御
輿 の 運 行 を は じ
め、 踊 り や 太 鼓・
ス テ ー ジ イ ベ ン
ト・懸賞付き大盆
踊り大会などを含
む多彩なイベント

野田村ならではの秋
の産物・味覚が満載
の「ＮＯＤＡまんぷ
くマルシェ」（旧「野
田産業まつり」）

開
催
日
時

1 月 15 日

毎月 16 日
※ 1 月は小
正 月、8 月
は盆前開催

年 2 回
※ 5 月中旬・

9 月下旬）

8 月 24 日前後の
金・土・日 11 月上旬

主
催

野 田 村 む ら
づ く り 運 動
推進協議会
野 田 村 役 場
総務課

野田村役場
産業振興課

◎主催：
野田・塩の道
を歩こう会実
行委員会
◎協力：
野田村、野田
村観光協会

◎主催：
野田まつり実行委
員会
◎主管：
野田村商工会
◎後援：
野田村・野田村観
光協会

◎主催：
NODA まんぷくマル
シェ実行委員会
◎共催：
JA 新いわて野田支所
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唐揚げや焼き鳥など、まつり恒例の食べ物はもちろん、ホタテ焼き、豆腐田楽、

田舎そば、山ぶどうワイン、といった当地の物産を中心にした様々なグルメを味

わうことができる。また、地元名産の美しい宝石を掘り起こし放題という体験イ

ベントもある。

　今年の抽選会では、私達のグループ9人のうち7人に当たりが出て、たくさん

の景品をいただいた。

3. 各班での活動報告

3.1 観光班
3.1.1 フィールド概要
　観光チームは野田村の沿岸部を中心に、9日間にわたりフィールドワークを

行った。観光チームの活動を3つのキャッチフレーズにまとまると、「食べる、

走る、のだる」になる。「食べる」と「走る」というのは、地元の自慢料理を食べる

ことと自転車で走ることである。「のだる」というのは方言ではなく、一つの造語

である。ここではのんびりしている野田「のだ」という意味を表している。今回偶

然、観光チームのメンバーは全員中国人である。野田村が2020年東京オリンピッ

クの台湾のホストタウンということもあり、村の外から来た人の視点というより

かは、国際的な視点を意識して調査を行うことになった。

写真 2　豊富な景品をいただいた学生たち
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3.1.2 活動内容
　私たちは国際的な視点から野田村を観光した上で、新たな野田村の魅力を見出

したいと考えた。そのために、まず、野田村の全体的なイメージを村民にインタ

表２　観光班の活動概要

日程 時間 場所 内容

8 月 18 日
9:00-11:30 北三陸鉄道リアス線沿線

畑田健司さんから震災のこと、
北三陸鉄道リアス線の歴史を学
んだ

14:10-15:10 平谷さんのログハウス 平谷東英さんにインタビュー

8 月 19 日

10:00-12:00 海岸線に沿って地下博物
館まで サイクリング

12:00-13:00 マリンローズ 地下博物館に参観した

13:30-14:20 道の駅 佐々木陵太さんにインタビュー

8 月 20 日

10:30-11:10 道の駅 北田晴子さんにインタビュー

11:23-11:50 野田道の駅ばあぶる二階 野田塩ラーメンを味わった

11:50-12:00 産直ぱあぷる 地元生産品を見学した

12:00-12:20 お魚センター 野田村の海産物を見た

12:20-12:45 キッチンの栄 ホタテラーメン

13:00-13:10 スマイル直売所 野田村の農産物を見た

13:00-14:00 野田村役場 北田圭太さんにインタビュー

8 月 21 日

9:10-10:30 平谷さんのログハウス 平谷さんにインタビュー

11:00-13:30 魚の番屋 館内見学と館長深渡さんにイン
タビュー

13:30-14:30 えぼし荘 南福来豚を味わった

野田村役場 廣内鉄也さんと島川英知さんに
インタビュー
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ビューし、その後野田村の隅々まで観光した。さらに、村の観光に長く携わって

いる人々にインタビューを行い、もっと野田村の良いところを活かせるような企

画を提案したいと考えた。

3.1.3 私たちの気づき
　野田村は海と山に抱かれ、綺麗な自然景色が溢れ、風光明媚な土地である。さ

らに、野田村は豊富で、高品質な農産物と海産物を持っている。今回のフィール

ドワークを通して、野田村の観光について、四つのところに気づいた。一つ目は、

美食に関する関心の不足の問題である。中国人向けのアンケート調査の結果によ

り、野田村の風景などを含む観光スポットの中に「美食」に多大な興味を持って

いる人数が圧倒的に多いことがわかった。しかしながら、村の売りとして宣伝す

る際、ホタテと塩のソフトアイスクリームには力が入れられているが、他の特産

品には工夫がそのようになされていない。それゆえ、野田村の売りとして、食べ

ることに工夫する必要性を感じた。二つ目は、不便な交通網と車社会の問題であ

る。野田村では、公共交通機関はバスと電車があるが、数が少ないといった問題

を抱えている。ツアー客は観光バスで移動することができるが、車を持っていな

い観光客は、バスか電車を待つか、もしくは他の移動手段を模索する必要がある。

もちろん、歩くことは可能だが、山道の多い野田村において徒歩での移動は現実

的に困難である。その交通の問題を解決するために、健康にも自然にも優しい自

転車の活用を考えているが、今の野田村は車社会で、住民たちは自転車に対する

意識があまり高くない。それゆえ、自転車を利用する意識を上げ、自転車の普及

を促すことが重要ではないだろうかと考えている。三つ目は、村の発信力の不足

の問題である。昨今、ツイッターやインスタグラムなどのSNSが非常に流行し

ている。国土交通省観光庁が公表している平成 29 年の「訪日外国人消費動向調

査」年次報告書では、出発前に役に立った旅行情報源の回答としては、「SNS」が

30.3％を占めており、「個人のブログ」の55.5％についで2番目となっている。と

ころが、現在、野田村のSNS上の宣伝について、ツイッター公式アカウントを

運営しているのは観光協会だけであり、野田村に関する情報発信が少ない。その

ため、SNSを利用して、村の発信力を上げることができないだろうかと考えて

いる。四つ目は、ほたてんぼうだいの活用の問題である。ほたてんぼうだいの近

くに記念碑が設置され、震災学習のルートに含まれるが、館内には震災に関する

展示品が少なく、普段はただの休憩所として使われている。その代わりに、多く
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の震災学習の資料は保健センターに保存されている。このままでは大きな役割を

果たすべきほたてんぼうだいはちゃんと機能していない気がする。

3.1.4 「食べる」「走る」「のだる」
　前述した四つの問題点に対して、「食べる」「走る」「のだる」という三つのキー

ワードに基づき、三つの提案をあげた。まずは、地元の素材を使っている専門の

料理屋や、村として出している季節限定地元料理といった豊富なグルメを活用

することと、サイクルとグルメを組み合わせた、グルメバイキング（Gourmet＝

biking）大会の提案である。さらに、SNSの宣伝の促進について、観光客も村の

住民たちも自分のSNSのアカウントで村のことを投稿して、無料の引換券を手

に入れるという提案がある。最後の提案は、ほたてんぼうだいの中に震災の資料

やビデオなどを一部設置したり、展望台と記念碑での学習が終わった後、保健セ

ンター（復興展示室）まで案内したりすることで、ほたてんぼうだいと保健セン

ターの連動を通して、震災学習コースをもっと活用することである。しかも、そ

の2か所は震災学習の時だけではなく、日常生活の時にも交流の拠点として使う

ことが可能であると考えている。

　野田村の観光は、観光客や旅行者だけではなく、野田村の住民たちも巻き込

むものと言える。野田村は観光によって、様々なメリットが受けられる。まずは、

観光のおかげで、交流人口が増加して、イノベーションが創出されやすい。次は

交通や通信を含む公共施設が整備されるし、それらの整備によって、生活の利便

性が上げられる。さらに、観光資源としての伝統文化や自然の保護保全の意識が

高くなり、イベントが盛んになることが期待できる。他には、観光によって、住

民の地元への愛着が高まり、地域に対する誇りが生まれ、地域の一体感が高まる

ことが想像できる。また、観光を通して、住民と住民および住民と観光客との間

で絆を築くことが可能になり、生き生きしている社会的ネットワークを構造する

ことが可能になる。

3.1.5 のだむラジヲ
　最後にのだむラジヲの20分間で私たちのこれまでの活動を報告した。朝日放

送テレビ局の戸石さんが司会をし、平谷さんがゲストとして出席してくれた。前

半の10分間は、村の名産品について様々な話をした。後半は、ゲストの平谷さ

んの紹介から始まり、その後、観光チームのSNSの活用、ママチャリ活動（自
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転車の活用）、ほたてんぼうだいの活用という3つの提案をシェアした。そして、

平谷さんから観光チームの提案に対して、高齢者を含めてSNSを使わせること

と、自転車を用意して人々を集めた上で各店舗の協力をもらえることを実現する

にはまた検討する必要があるなど、貴重なアドバイスをもらった。今回の放送で

は、観光チームが村の方々に感謝の気持ちを伝えるだけでなく、私たちからのさ

さやかな刺激で村の皆さんが村への愛着をもっと深めることができればというの

が私たちの思いである。

3.2 伝承班
3.2.1 はじめに―「伝承」から復興を考える―
　2019年度コミュニティ・ラーニングは「野田村全体の復興」について考えるこ

とを大きなテーマとしていた。しかし、「伝承」と一口にいっても、誰から誰への

伝承なのか、また何をどのように伝承するのかを考えた時、そのテーマは大きな

広がりをみせる。それゆえに、私たち3人も随分と頭を悩ませたが、最終的には「復

興マップ」をつくるという方法を提案した。     

　提案に至った経緯とその意義について確認する為に、次項以降では、まずフィー

ルドワークの内容や私たちの気づきについて紹介したい（3.2.2）。続いて、フィー

ルドワークを踏まえた上で、私たちがどのような課題を設定したのかを整理し

（3.2.3）、最後に「野田村全体の復興」につなげるための提案として、「復興マップ」

に私たちが込めた思いについて論じたい（3.2.4）。

3.2.2 野田村での9日間－調査内容の紹介と私たちの気づき－
　伝承班は8月18日から8月21日にかけて、合計7名の方にインタビューをす

ることができた。それらすべての語りについて触れることができないのは心苦し

表３　ラジオ放送の概要

番組時間：2019 年 8 月 24 日（土）　13：00 ～ 13：20
ゲスト：平谷東英さん
流れ：■　フィールドワークで学んだことの報告
　　　■　平田さんのお話：野田村の観光について
　　　■　各提案についての説明
　　　■　活動全体の感想
　　　■　楽曲：「shape of you」
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いが、ここでは震災ガイドである吉田照夫さんと野田村役場の貮又正貴さんの語

りとその内容を紹介したい。

　なお、フィールドワークの概要については表４に示した通りである。

ⅰ）吉田さんの語り－震災の教訓－

　吉田さんは、東日本大震災時の一場面として次のような事があったと振り返る。

 　いったん避難した後、ペットを家に置き忘れた、ストーブを切り忘れ

た、と避難所を出て行った人が津波に巻き込まれたと聞いている。また、

自分はもう死んでもいいから避難しない、と動かなかった人が津波にの

まれた。死んでもいいというのは本意ではなく、おそらく、絶対に津波

は来ない、と考えていたのだと思う。

2019/08/20フィールドノーツより

表４　伝承班の活動概要

日程 時間 場所 内容

8 月 18 日
午前 三陸鉄道・震災学習列車 貫牛さん・畑田さん

午後 車で村の見学 貮又さん

8 月 19 日

午前 保健センター 復興展示室

午後
のんちゃんハウス 班内会議

震災復興勉強会
村役場

室崎先生・小林先生
貮又さん

8 月 20 日
午前 保健センター震災展示室　村の見学 吉田さん

午後 のんちゃんハウス 神先さん

8 月 21 日
午前 三陸鉄道・本社 畑田さん

午後 野田港、愛宕神社、海蔵院  
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　当事者と対面し、こうした語りに触れた時に心が動かされた感覚が、今でもよ

みがえる。それと同時に、震災や津波の恐ろしさと後世の人が同じ轍を踏まない

ための事例を「震災の教訓」とした上で、それらを伝承していくことの重要性を

再認識した瞬間でもあった。

ⅱ）貮又さんの語り－記念碑に込めた思い－

　ハード面の復興事業に一定の進展が見えるようになった2016年、野田村歴史

の会を中心にした有志から「東日本大震災津波記念碑」（写真3）建立の計画が持ち

上がった。記念碑づくりに携わった貮又さんは、そこに込めた思いについて次の

ように説明する。

東日本大震災記念碑（平成30年3月11日除幕）の足元の丸い石は守るべき

命、三枚の板は未来へのゲートを構成し、一枚目は一つ目の防潮堤であ

る14m防潮堤、二枚目は二つ目の防潮堤（三陸鉄道、国道45号線）、三枚

目は十府ヶ浦公園の第三の防潮堤をモチーフにしている。

高さは（3月11日にちなんで）台座の下から311cm。未来へのゲートである、

と同時に亡くなった方と生きた者との境をも意味している。

三つの保育所の年長組の園児の皆さんに来てもらって、被災された世帯

数を表す数の石を置いてもらった。年長組の園児の皆さんがおじいちゃ

写真３　東日本大震災津波記念碑
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んになった時、お孫さんに、これはおじいちゃんが置いた石だよ、と話

しかけてくれるような、そういう企画を考えた。

現在の公園内にはゆかりの品々を納めたタイムカプセルも埋設してある。

たとえば景色を見に来てもらえるだけでもいいし、口コミでも長らく記

憶される場所になってほしい。

2019/08/19フィールドノーツより 

　記念碑に込められた工夫や、貮又さんの「長らく記憶される場所に」という言

葉は、伝承において「伝え続ける」ことの重要性を私たちに教えてくれているよ

うだった。また、印象的であったのは、私たちのうちの一人が「（記念碑を前にし

て）どうふるまえばよいか、複雑だ」と述べたところ、貮又さんが「あまり深刻に

考えないで、前向きに捉えてほしい」と言っていたことである。

3.2.3 考察―インタビューからみえてきた伝承の課題
3.2.3.1 課題１ 語り手の不足
　インタビューを通じた多様な語りに触れた際、心が動かされる瞬間があっ

た。それは、震災体験に関する客観的な情報で構成された「公的な語り」ではなく、

自分自身の体験にもとづく「私的な語り」に触れたからだと、私たちは考えている。

　しかし、現状として語りの担い手は多くはなく、野田村観光協会の話では、

2019年8月時点で震災ガイドとして登録されているのは3人のみであった。では、

当事者から次なる世代への伝承を考慮した時、「私的な語り」を蓄積するための

方法としてどのようなものを提案できるだろうか。

3.2.3.2 課題2 何を伝承するか
　何を伝承するかについて、当初は「震災の教訓」に焦点を絞っていた。それは、

当事者による多様な語りを集め記録することが次なる災害への備えになると考え

たこと、またフィールドワークを通じてその必要性を感じていたからだ。

　しかし、村民の方々との会話のなかで、貮又さんも語っていたように「前向き

に捉えてほしい」という言葉に触れることが度々あり、何を伝承の内容とすべき

か、その答えを見出せずにいた。

　この「前向きに」の意味を十分に解釈しきれないまま野田村での1度目の報告会
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を迎えたが、その時ある役場の方が発した言葉に私たちはハッとさせられた。

震災があってよかったとは思わない。だけど、震災の後もいいことはた

くさんあった。悲惨な面だけではなく、村民が誇りを持てる内容も発掘

し伝承してほしい。

2019/08/22フィールドノーツより

　私たちが震災をデリケートな出来事として扱い気を使うあまり、かえって当事

者である野田村の人びとを「被災者」という枠組みだけで見てしまいがちであっ

たことを痛感した。同時に、震災の教訓のみならず、野田村の ｢誇れる｣側面を

伝承の内容として含めることが、村にとって意義ある提案をするための第一歩だ

と強く感じた。

3.2.4 提案―伝承・復興を続けていく－「復興マップ」づくりを通じて－
　ここまで、フィールドワークを通じて設定した伝承の課題について整理してき

た。本項では、それらの課題に対してどのような提案ができるのかについて述べ

ていきたい。

3.2.4.1 「復興マップ」の概要
　「震災の教訓」や野田村の「誇れる」側面に関する語りを蓄積するための方法と

して、私たちは「復興マップ」を活用することに決めた。「復興マップ」とは、ある

テーマを決めたのち、それに関する情報を村歩きや道中出会った人との会話を通

じて収集・整理し、マッピングしていくものである。

図１　「復興マップ」づくりの流れ

テーマの設定

・震災の教訓 ・家族と ・話を聞く

・村の歴史や文化 ・学校で ・写真を撮る

・村の好きなところ ・大人と子どもで ・情報を整理する

村あるき マップづくり
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3.2.4.2 マップづくりで伝承し続ける　
　それでは、伝承という観点からどのようにマップづくりを行うのか、またそれ

によってどのような効果が期待できるのか確認したい。

 

ⅰ）震災の教訓を伝え続け、命を守る行動につなぐ

　たとえば、村歩きをする前に「避難場所を探す」や「どのようなルートが使える

か」などのテーマを決める。その後、村を歩きマップ作りに取り組む。

　さらに、こうして出来上がったマップを先生や友人、家族などと共有すれば、「震

災の教訓」だけではなく、災害に備え「ピンポイントで避難する場所」について確

認することにもつながるのではないだろうか。

　このように、村民自身がマップ作りに参加することで、震災の教訓を伝え続け、

いかに「命を守る行動」をとるのかについて考えるきっかけになることが期待さ

れる。

 

ⅱ）村の誇りを発掘し、次世代へ伝承し続ける

　村歩きのテーマとして、「村の歴史を調べる」や「村の好きなところを探す」と

いうものも考えられるだろう。村の伝統でもあり復興の象徴とも言える「野田ま

つり」、震災後に結成された「荒海団」など、野田村の誇れる側面はたくさんある。

　マップ作りをきっかけに野田村の人びと自身が村への関心を抱き、誇りを発掘

し続けることで、復興や地域の活性化へとつながることが期待される。また、そ

の際に、たとえば子どもたちの学習の一環として「村の大人たちに話を聞いてみ

る」という方法を提案すれば、世代間の交流も生まれ、村の誇りを次世代へ伝承

し続けるきっかけの一つにもなるだろう。

　最後に、作成したマップは「復興展示室」や「ほたてんぼうだい」に置いておく

ことで、村民が日常のなかで、震災の教訓や野田村の誇れる側面を再確認する機

会を生みだすことにつながるかもしれない。それだけでなく、村民がどのような

思いで復興に力を注いできたのか、また野田村の誇れる側面や魅力などについて

も、観光客がそれらに触れることができる機会を提供することにつながるのでは

ないだろうか。

3.2.5 のだむラジヲ
　8月24日 (土 )の午前中、私たちは例年と同じように「のだむラジヲ」というラ
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ジオ放送を作成した。前日報告会の後、私たちは朝日放送の戸石伸泰さんの講義

を受け、放送番組の基礎知識を学んだ。ラジオ放送の経験がない私たちは、不安

を抱えつつ準備を始めた。

　この数日間、たくさんの方とお話することができ、胸が熱くなる瞬間も少なく

はなかった。このような話と私たちが感じたことを野田村の方々に伝えたいと考

えた。

　ラジオには吉田照夫さんをゲストとして招くことができた。吉田さんは、「野

田村は何もない村じゃない」と語り、村の子どもや若者には、村の歴史、村への

愛着、誇りを持って欲しいという想いを伝えてくれた。

　様々な視点・立場から考えなければならない「伝承」というテーマの意味を、私

たちは今後も自問し続けることになるであろう。

3.2.6 おわりに　
　私たち伝承班の提案は、あっと驚きを与えるものでも、優れたものでもないか

もしれない。また、野田村の人びととの出会いの中で多様な話を聞いたにもかか

わらず、そのすべてをこの報告書のなかに反映することができたとも言い切れな

い。

　しかし、今回私たちは「復興マップ」を、単なる「調べ学習」や「震災の教訓」を

伝承するためだけの手段として提案したつもりではない。

　「復興マップ」が、村の歴史を知り、誇りを発掘・蓄積し、時には人の関りやつ

ながりを生むための仕掛けとなり、未来の野田村の人びとが、例え震災など想定

外のことに直面しても力強く歩みを進めるための一助となることを強く願ってい

る。

表５　ラジオ放送の概要

番組時間：2019 年 8 月 24 日（土）　10:30-10:50
ゲスト：吉田照夫さん
流れ：■　自己紹介
　　　■　フィールドワークの概要と報告
　　　■　吉田照夫さんの思い
　　　■　「野田祭り」の昔と現在
　　　■　吉田さんからみた伝承
　　　■　吉田さんのリクエスト曲：美空ひばり「真っ赤な太陽」
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3.3 トレイル班
3.3.1 みちのく潮風トレイル概要
　「みちのく潮風トレイル」は青森県八戸市から福島県南相馬市の太平洋沿岸部

をつなぐ全長1000kmにも及ぶ日本最大のロングトレイルで28の区間からなり、

各エリアによって様々な表情を私たちに見せてくれる。本トレイルは環境省の

「グリーン復興事業」の一環として整備されており2019年6月9日に全線が開通し、

今回私たちが訪れた野田村にも「野田村～普代村北部エリア」として開通してい

る。本トレイルの魅力として、環境省は「自然が作り出した景色」「東北に住む人々

との交流」「自然の脅威・津波の痕跡」「東北の暮らしが育んだ歴史と文化」「自然の 

恵みがくれた山海の幸とご当地グルメ」を挙げている。情報拠点として青森県八

戸市に「種差海 岸インフォメーションセンター」を擁し、トレイルマップの配布

表６　トレイル班活動概要

日程 時間 場所 内容

8 月 18 日
午前 三陸鉄道 震災学習列車

午後 野田村トレイル トレイルウォーキング

8 月 19 日
午前 久慈広域観光協会 貫牛さんインタビュー

午後 トレイルスタンプラリー設
置要点 商店の方々へインタビュー

8 月 20 日

午前 野田村役場未来推進課 廣内さん・北田さんインタビュー

午後

八戸種差海岸
インフォメーションセン
ター

施設スタッフ・観光客インタビュー

交流センター 八戸工業高等専門学校
河村先生インタビュー

8 月 21 日
午前 野田村トレイル トレイル沿いの商店街

インタビュー

午後 野田村役場 小野寺さんインタビュー

8 月 22 日
午前 野田村中学校 續石先生インタビュー

午後 交流センター のだむラジヲ準備

8 月 23 日 午前 野田村祭り会場
のだむラジヲ本番

野田村祭り参加
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や、トレイルの自然や暮らしの情報を発信している。

3.3.2 活動概要
　私たちの班はトレイルが現在どのように利用され、またそれらを踏まえて、野

田村の復興においてどのような活用の可能性があるのかを見出すことを目的に活

動を展開した。そのために、私たちは実際にトレイルを歩き、その道中に出会う

ハイカーの方や近隣住民のかたにインタビューを行い、現状に対する生の声を収

集した。具体的なエリアとしては情報拠点である「種差海岸インフォメーション

センター」やトレイル沿いの商店やタバコ店などである。また、加えてトレイル

のこれまでの活用事例を知るべく久慈観光協会の貫牛利一さんや村役場の廣内鉄

也さんと北田圭太さん、小野寺修一さん、そして野田村中学校の續石真司さんや

八戸工業高等専門学校の河村信治さんといった方々お話を伺った。表6に活動の

スケジュールを記す。

3.3.2.1 フィールドワークで分かったこと
　フィールドワークを通して私たちは「五つの気づき」を得ることができた。ま

ず一つは自分たちの持っていたトレイルに対する考え方と、村民の方々が持っ

ていたトレイルに対する考え方の違いである。当初私たちは「いかにして、トレ

イルを観光面で活用できるのか」を念頭に置いて、事前に情報収集を行なったり

トレイルを歩いたりした。しかし、野田村でトレイルに関わる方々はトレイルを

観光のために活用したいという気持ちよりも、まずは村人たちがトレイルを歩く

ことを通して、もう一度野田村の良いところを発見して欲しいという気持ちが大

きいということを知ることができた。二つ目の気づきは「標識の数があまりに少

なく、また目立たないため迷いやすい」といった課題である。実際、わたしたち

自身、トレイルを歩いた際には地図を見ているにも関わらず道に迷うことが度々

あった。この経験から、トレイルの標識があまりに少なく、また目立ちにくいた

めではないか（写真4）という仮説を私たちは立てた。三つ目の気づきは「近隣住

民の方の認知や関心の度合いが低い」といった課題にも直面した。これはトレイ

ルに面している民家にお住まいの方にトレイルについて伺ったところ、「ハイカー

らしい人は見かけるが、何をしているのかは知らない」という証言をいただいた

ことによるものである。四つ目の気づきは「野田村にはかつて歩く文化があった」

ということである。村役場の小野寺さんのお話によると、30年ほど前は「塩の道」



村の誇りを育む 264

という道を老若男女問わず歩き、催し物を開催していたという。塩の道とはかつ

て野田村で生産された塩を盛岡まで運ぶために使われていた山道であり、みちの

く潮風トレイルが沿岸部を通る道であるのに対して、塩の道は海辺から内陸地へ

つながる道である。この証言から、野田村には村人から愛される道があり、その

道を歩くという文化があったことがわかった。五つ目の気づきはハイカーの少な

さについてである。実際にトレイルを歩いたが、結局ハイカーの方々に遭遇す

ることはできなかった。また、三陸鉄道車内においてハイカーの方に遭遇したた

め、お話を伺ったが「野田村のあたりには何もないから行かない」とのことであっ

た。これらの現状に加え、「野田学」の講演会にて、室崎先生がおっしゃった「復

興とは人々が誇りを持って自慢話ができるようになることである」というお話を

踏まえ、私たちは先述の現状を改善するとともに村の方々がトレイルに誇りを持

ち、自慢話ができるようになる施策を打ち出すという方針を固め、以下の提案を

行うに至った。

3.3.2.2 はまなすプロジェクト
　上記の課題を解決するためのプロジェクトとして私たちは「はまなすプロジェ

クト～野田の自慢話をしよう～」を提案した。「はまなす」とは村花で「旅の楽しさ」

という花言葉を持つ花であり、旅人などの訪問者と村民の方々の出会いを包摂す

る本プロジェクトとマッチしていると考え、命名に至った。また、シンボルマー

クの形は人と人との繋がりを意味しており、また私たち未来共生プログラムのレ

インボーカラーの配色とすることで、トレイルに様々なバックグラウンドを持つ

人々と出会い、共に生きていくための道となって欲しいという願いを込めてデザ

写真４　トレイルの標識
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インしている。はまなすプロジェクトは大きく二つのコンテンツから構成される。

一つは「はまなす隊」である。はまなす隊は、八戸の「はしかみエンジェル」とい

うガイドをモデルにしており、このガイドは従来の形式ばったガイドとは違い、

迷っている訪問者に道案内をしたり、挨拶をしたり、自宅のトイレを貸したりと

いったカジュアルなおもてなしをするボランティアガイドである。この仕組みに

よって、野田村の子供達をはじめとした若年層の野田村の魅力を知ろうという動

機を創出するとともに、村の大人たちに「語り部」としてはまなす隊員の教育を

担っていただくことによって、そうした人々の魅力の再発見の効果も期待してい

る。もう一つのコンテンツは「ねまるチェアー」である。はしかみエンジェルは自

分たちがはしかみエンジェルであると周知するために、軒先にタペストリーを吊

るしているのだが、私たちは代わりに「ねまるチェアー」という椅子を置くことで、

歓迎感を演出するとともに、より交流の機会を増やしたいと考えている。訪問者

はねまるチェアーの設置された店や民家の方々に道を聞いたり、時にはトイレを

借りたりすることが可能であり、さらにその椅子に座って、はまなす隊の方々と

の交流を行うことが可能である。また、このねまるチェアーを各ポイントに配置

することで、標識としての役割も担うことができる。

3.3.3 潮風トレイルリレーとまいとれいるアルバム
　私たちは「はまなすプロジェクト」に加え、「潮風トレイルリレーとまいとれい

るアルバム」を提案した。これは「潮風トレイル」が青森県八戸から福島県南相馬

まで続く一本の道であるという特性を生かしたいという思いがあったことによる

ものである。「潮風トレイルリレー」とはみちのく潮風トレイルを校区に含む小中

図 2　はまなすプロジェクトのロゴ（瀧尻創作）
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学校の生徒たちが、自分たちの校区のトレイルを歩くというものである。ひとく

くりに東北と言っても地域ごとに被災の状況も違えば、復興に対する想いも一人

一人違うだろう。そういった一人一人の想いをバトンでつなぎながら、一つの「道」

を紡ぐことはできないだろうかと私たちは考えた。この企画を通して、多様な想

いがあることに気づくと同時に、東北としての繋がりを見いだせればと考えてい

る。「まいとれいるアルバム」とは潮風トレイルを「異なる人々がバトンを繋いで

紡ぐリレー」であるに対して「一人の人が時間をかけて紡ぐリレー」を想定してい

る。つまり過去と現在、未来の自分をつなぐ「時空を超えたバトン」である。アル

バムのはじめは青年一人の写真だが、回を重ねるごとに夫婦二人になり、家族が

増えていく様子を記録できる仕組みになっており、旅の思い出を記録するという

役割だけでなく、家族史としての機能を期待している。

3.3.4 のだむラジヲ
　上記の活動の報告会が終わり、私たちはラジオの準備を始めた。はじめてのラ

ジオ放送ということで緊張しながらも、ここまでお世話になった野田村の方々に

何を伝えようか真剣な話し合いが続いた。話し合いを通して、「歩くことによっ

て生まれる交流を通して、野田村の魅力を再発見し、村民全員がガイドになれれ

ば……」というメッセージを伝えようということになった。ゲストには塩の道歩

こう会の小野寺修一さんをお招きした。ラジオ概要は以下に記す。

　前日の報告会で提案した「はまなすプロジェクト」について改めて説明させて

頂き、小野寺さんや戸石さんからコメントを頂いた。プロジェクトの説明は、「歩

くことによって生まれる交流を通して、野田村の魅力を再発見し、村民全員がガ

イドになれれば……」という私たちのメッセージが伝わるよう特に想いを込めた。

表７　ラジオ放送の概要

番組時間：2019 年 8 月 24 日（土）　11：00 ～ 11：20
ゲスト：小野寺修一さん
流れ：■　フィールドワークで学んだことの報告
　　　■　小野寺さんのお話：塩の道について
　　　■　「はまなすプロジェクト」についての説明
　　　■　活動全体の感想
　　　■　小野寺さんのリクエスト曲：FLYING KIDS「幸せであるように」
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3.3.8 考察
　このフィールドワークを通して、私たちは、村に誇りを持つことが復興に繋が

るのではないかという一つの結論にたどり着いた。東日本大震災復興対策本部は、

復興期間は10年とし、5年間を「集中復興期間」と定めている。東日本大震災から、

9年が経とうとしている現在の村の様子は、津波被害が甚大だった区域には、都

市公園が整備され、沿岸には巨大な防潮堤が整備されるなど、一連の復興事業は

完了しているように見えた。しかし、村の再整備が完了したといって、それがイ

コール復興ではないと私たちは考えている。震災前とは変わり果てた形で村の復

興は進んでいる。そのことに胸を痛める村民もいるに違いない。しかし、その中

には震災後も変わらない村の魅力や、震災があったからこそ生まれた新たな魅力

があるのではないだろうか。その魅力に野田村の人々が気づき、野田村を誇りに

思うこと、それこそが真の復興に繋がっていくのではないかと私たちは考えてい

る。

4. 全体考察―野田村の復興を考える

　私たちは今回、「観光」「伝承」「トレイルの活用」の三つのテーマ別の班に分かれ、

9日間に渡るフィールドワークを行ない、野田村の多くの方々から貴重な話を聞

くことができた。その内容は班ごとに様々であったが、どの話にも「村の誇り」を

大切にしたい、残していきたいという共通したキーワードが根底に存在している

ように感じられた。

　かつての野田村は誇りに満ちていた。例として、様々な年代の方々が参加する

塩の道を歩くことを通じて村の魅力に触れるイベントが催されたり、災害にまつ

わる伝承として愛宕神社の霊験あらたかな言い伝えが残っていたりすることが挙

げられる。しかし、こういった誇りを生み出すコンテンツは人口減少や災害によっ

て失われつつある。

　震災から9年が経とうとする中で、震災の記憶は少しずつ過去のものへとなり

つつある。大きな被害を受けた村も今では多くの建物は建て直されており、村の

姿は新しく生まれ変わることとなった。しかし、復興とは家屋やインフラが整備

されることを指すのであろうか。私たちは、地元の人間が地元の魅力を再確認し

地元に誇りを持てるようになることが真の復興だと考えている。今まであった当

たり前の景色が全く違うものへと変わり、もう二度と昔に戻ることはできない。
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それでも生きていかなればならない。村に残った人々は様々な感情を持ちながら

懸命に生きていかなければならない。

　震災で失ったものは数えきれないが、残ったものも数多くある。毎年行われ

る野田村祭りでは、震災以前は上組・中組・下組に別れて、山車が引かれていた。

震災によって下組の地域は大きな被害を受け、祭りの存続も危ぶまれたが、その

文化を断絶しないためにも住民は立ち上がり、少ない担い手でも祭りを継続させ

た。このエピソードにおける住民の「山車」への熱い想いこそが「村の誇り」であり、

この「村の誇り」が今後の野田村の復興においてキーワードになるのでないかと

私たちは考えた。野田村の人々が外からの刺激を受けながら、野田村の魅力を再

確認し、村に誇りを持つこと、そしてその魅力が村内外に広がり、人の繋がりが

あふれる村になること、それが私たちの描く復興であり、その想いが各提案に込

められている。

　トレイル班ではトレイルを通じて世代間でのコミュニケーションや外の訪問者

と関わることによって、村の誇りを再発見することができるのではないかと考え

た。観光班では同様に村の良さを再認識することが観光客を増やすポイントと

なった。そして、伝承班では再三震災の被害を受けても、何度でも立ち上がる村

の強さを未来へ伝承するための方策が考えられた。これらの提案に共通している

ことは、野田村の魅力を再発見し、誇りを強く持ち、そのことを村の内外に発信

していくことの重要性である。私たちの提案はあくまでも「トレイル」「伝承」「観

光」と言ったテーマに沿った提案で限定的なものかもしれない。実際、今回私た

ちが提案させていただいた提案以外にも様々なアプローチがあるだろう。しかし、

この「野田村の誇り」というキーワードは野田村の復興において重要なキーワー

ドであると私たちは考えている。 

5. 野田村と私たちのこれから

　昨年からコミュニティ・ラーニングは未来共生博士課程プログラム（未来共生）

を含む人間科学研究科の学生全体に開かれるようになった。未来共生6名と未来

共生以外の3名の参加を得て、学生9名が野田村を訪問することとなった。この

9名で野田村の「復興」の意味を考え調査活動を行い、それを報告書にまとめた。

　大学の学生たち及び先生だけではなく、村民の方々とは今回の活動の当初から

絆を結び、活動を通して最後まで絆をさらに深めていった。
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　今回の活動のまとめをしつつある今、大阪大学の私たちは、今後も長期に渡る

かかわりを続け、村民の方々に寄り添っていきたいと考えている。野田村と遠く

離れていても、心はいつも野田村と一緒であり、折に触れ交流を続けていきたい。

　建物や線路などハード面での復旧・復興が進み、以前の生活が戻りつつある。

しかし、心に残る震災の爪痕は消えていない。野田村のソフト面での復興につ

いては、まだまだこれからの課題が残っている。私たちは「人とつながる暮らし、

自然とつながる暮らし」を、野田村のソフト面での将来に向けた復興の方向と考

えたつもりである。

　復興を進めながら、さらに野田村の資源を生かし、村民のニーズを踏まえ、に

ぎわいと活力を生み出すことで復興を果たしていく。今回のフィールドワークを

通して、私たちの提案が復興に貢献ができれば幸いである。　

　しかし、復興という目標にたどり着くにはまだまだ長い道のりが残っている。

まもなく震災から9年を迎える中で、ハード面での復旧・復興が進んできた。こ

こから先の課題は、心の問題であり、目に見えないだけに非常に難しい。ハード

面だけの復旧・復興に終わってしまうことがないように、ソフト面の課題を明ら

かにすることでソフト面の復興に、これからも貢献したいと考える。

謝辞
　私たちの9日間の生活は、プログラムの先生方はもちろんのこと、多くの方々

に支えられたものでした。それぞれ深い感謝の意を表します。

　活動中大変お世話になった皆さまには、以下に記すことでお礼にかえさせてい

ただきます。皆さんお忙しい中、温かく受け入れてくださり、充実した活動を送

ることが出来ました。本当にありがとうございました。

突然の訪問にも関わらず復興展示室でお話ありがとうございました

上山晃さま

様々な差し入れ感謝申し上げます

小野寺健二さま

塩の道歩こう会のお話大変参考になりました

お忙しい中ラジオ出演もして下さった
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小野寺修一さま

おいしい郷土料理ありがとうございました

小野寺信子さま

トレイルを歩かれた経験大変参考になりました

発表に関しても様々なアドバイスありがとうございました

河村信治先生

9日間の生活をサポートして下さりありがとうございました

貫牛利一さま

突然の申し出にも関わらずお話し頂き本当にありがとうございました

神先真さま

トレイル活用について、観光についての貴重なお話ありがとうございました。

北田圭太さま

震災学習コースのお話は大変参考になりました

北田晴子さま

野田学での貴重なお話、そして懇親会でもありがとうございました

小林郁雄先生

おいしいコーヒーとお菓子ありがとうございました

野田村についてたくさんお話し下さった

佐々木陵太さま

お忙しい中何度もお話し頂きありがとうございました

島川英知さま

授業の合間を縫ってお話しいただきありがとうございました
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續石真史さま

ラジオのいろはをご教授頂き、トーク力で私たちを引っ張って下さった

戸石伸泰さま

お漬物やエビ、焼き鳥どれも絶品でした

中村タツ子さま

お忙しい中何度も時間をとってお話し頂き本当にありがとうございました

懇親会では皆さんとお話しできて有意義な時間となりました

野田村役場の皆さま

震災学習列車でのお話胸に残っています

畑田健司さま

営業中に突然伺ったにも関わらず受け入れて下さりありがとうございました

パティオ・ムラタさま

野田村のおいしいもの教えて頂きありがとうございました

平谷東英さま

お忙しい中何度もお話し頂きありがとうございました

廣内鉄也さま

作品の数々感動しました

深渡栄一さま

お忙しい中何度もお話しいただきありがとうございました

手ぬぐい大切にします

貮又正貴さま
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スイカおいしく頂きました

前田豊さま

「誇りを持つことが復興に繋がる」というお話大変参考になりました

室崎益輝先生

震災ガイド・ラジオ出演本当にありがとうございました

吉田照夫さま

はじめて食べた豆腐田楽の味は忘れられません

安来さま
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　未来共生イノベーター博士課程プログラムの目標である「知識と能力だけでな

く、ものごとに対する態度や、現実に働きかける行動力をもつイノベーター（革

新者）の育成」への第一歩がこのコミュニティ・ラーニングの授業である。授業の

実施にあたっては「短期間の滞在で、しかも、授業としての滞在で、野田村の復

興に何が寄与できるのか？」と学生に問いかけ、教員も共に考えながら試行錯誤

を積み重ねてきた。そして、今年で7度目となるコミュニティ・ラーニングに参

加した学生たちは、震災から9年目を迎える野田村の新たな復興のあり方として

「村の誇りを育む」という考えに至った。

　今年は、「観光」、「伝承」、「トレイル」という3つのテーマに基づき、3つの班

に分かれて9日間、野田村中を文字通り自由に駆けまわった。観光班は3人とも

中国からの留学生ということで、海外からの観光客になりきって野田村を旅した。

旅の中で出会った村民の方々との対話を通じてたどり着いたのは、観光によって

誇りを育て、絆をつなぐという提案であった。トレイル班は、昨年からの継続テー

マであったが、実際に32キロも村内外を歩き、歩く中で偶然出会った村民、昔

からある「塩の道」を伝える活動を行っている役場職員、野田村を通過している

ハイカーなど、さまざまな声を聴いた。その結果、村民が「歩く」ことを再発見す

る『はまなすプロジェクト～野田村の自慢話をしよう～』を提案した。そして伝承

班は誰が誰に何を伝承し、どうやって伝えるべきか悩み続けた結果、震災の教訓

を伝え続け、命を守る行動につなげるとともに、村の誇りを発信し、次世代へ伝

承し続けることが大切であるという結論に至った。三者三様のアプローチであっ

たが、野田村の復興に向けて共通した提案は「村の誇り」であった。

7年目の野田村フィールドワークを
終えて

渥美 公秀 大阪大学大学院人間科学研究科教授
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
山本 晃輔 大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター専任講師

コミュニティ・ラーニング報告
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　このコミュニティ・ラーニングという授業は、東日本大震災を経験した野田村

という生きている舞台で、個性豊かな先輩俳優とも言える村民の方々の営みを見

て、聴いて学び、野田まつりという発表の舞台をひと時一緒に演じる（活動）こ

とでさらなる学びを重ねる。毎年、学生は入れ替わるが7年という歳月を積み重

ねて、この授業は村民の方々と大阪大学が一緒に創ってきた授業（舞台）である。

毎年お世話になっている方から「何もない村だと感じるのは実は小さな村の中に

すべてが凝縮されてすべてがあったからだと思います。地方創生という掛け声の

陰で個性ある田舎や村が失われる現実を感じます。多様な価値観と視点、こういっ

た活動を通して村民に刺激をこれからも与えてください」と感想が届いた。これ

からもコミュニティ・ラーニングを継続して実施させていただき、その成果が「村

の誇り」の一部になれば幸いである。

　最後になりましたが、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ます。

　メンバーは、大阪大学大学院人間科学研究科渥美公秀教授の他、人間科学研究

科附属未来共創センターの石塚裕子特任講師、山本晃輔専任講師が担当し、参加

履修生は叶惠婧（よう　けいせい）、林津如（りんしんじょ）、閔雅利（びんがり）、
瀧尻和子（たきじりわこ）、青木霞穏（あおきかのん）、大川ヘナン（おおかわへな

ん）、村上太一（むらかみたいち）、藤井伸二（ふじいしんじ）、張程皓（ちょうて

いこう）である。そして大阪大学大学院人間科学研究科志水宏吉教授、稲場圭信

教授、佐藤功教授にもご協力いただいた。
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大阪府北部地震における
災害ボランティアの共創
学生を中心とした「つっぱり棒の会」1と「１年のつどい」

寳田玲子 a・置塩ひかる b・王文潔 a・山本栞理 b

報告

プロローグ

―――2018年6月18日午前7時58分。授業に向かうため、まさに家を出ようと

した瞬間だった。激しく床が揺れ、家じゅうの家具が動きだした。とっさに浮か

んだのは机の下に潜るという教訓だけだった。だが、一人暮らしの家には身を隠

すことができる机はないと、初めて気が付いた。ただ布団を被って揺れが収まる

まで待っていた。揺れが落ち着き、テレビをつけようとするものの、テレビがつ

かない。ひたすらTwitterやYahoo! Japanのサイトで最新情報を収集した。家族や

友人とSNSで安否確認もした。

　翌日から、大阪大学人間科学研究科・人間科学部の教員・学生の有志とともに、

プロローグ
1.  大阪府北部地震発生直後の大阪大学人間科学研

究科・人間科学部の動き
1.1  大阪府北部地震の概要
1.2   大阪大学人間科学研究科・人間科学部の学生

の活動
2. 「つっぱり棒の会」発足の経緯とこれまでの主な

活動
3. 「大阪府北部地震 1 年のつどい」報告

3.1 「大阪府北部地震 1 年のつどい」概要
3.2  テーマ①「避難所の外国人の避難について」
3.3  テーマ②「南海トラフに向けて」

4. まとめ―今後に向けて

目次 キーワード

大阪府北部地震
災害ボランティアセンター
学生主体
地域連携
平常時のつながり

a 大阪大学大学院人間科学研究科未来共生学博士後期課程；u642714a@ecs.osaka-u.ac.jp
b 大阪大学人間科学部未来共生学



未来共創  第 7 号（2020） 279

吹田市社会福祉協議会（以下、吹田市社協）の災害ボランティアセンターで活動

することになった。社会福祉協議会は、地域住民の生活を支えるための福祉サー

ビスの提供や、事業に取り組む民間の非営利組織で、災害発生時には、災害ボラ

ンティアセンターを立ち上げ、住民のニーズとボランティアのマッチングなどを

担う。災害ボランティアセンターの立ち上げから携わり、地震の被害を目の当た

りにする日々が続いた。日中は多くの人々とともに「力になれるなら些細なこと

でも協力したい」と活動した。活動しながら、ちょっとしたお手伝いで、依頼者

の方が少し楽になった姿に励まされた。しかし家に帰ると、本震が後日来るので

はないかという恐怖が生じる。また日常生活にいつ戻れるのだろうかという思い

が募った。被災地で経験し生活し続ける中で、復旧・復興を進める難しさを痛感

した―――。

　上記は、本活動報告の筆者の一人が体験した大阪府北部地震である。このよう

に各地で大阪府北部地震を経験し、さまざまな状況下で「被災した人の力になり

たい」と活動した学生が大阪大学人間科学部にも多くいた。この経験を記録とし

て残し、見つかった課題に向けて平常時から活動していくべきではないか。そ

のような考えを持った教員・学生が自然発生的に活動を始め、今も継続している。

本報告書では、大阪府北部地震後の私たちの活動と、各々の活動の総括として開

催した「大阪府北部地震1年のつどい」までの経緯をまとめる。

1. 大阪府北部地震発生直後の大阪大学人間科学研究科・人間科学部の動き

1.1 大阪府北部地震の概要
　大阪府北部地震の概要を述べる。気象庁（2018）によると、大阪府北部地震は

2018年6月18日7時58分に発生、マグニチュードは6.1、震源は大阪府北部で

深さ13kmだった。大阪府内の5市区で震度6弱を観測したほか、京都府京都市、

亀岡市など18の市区町村で震度5強、近畿地方を中心に関東地方から九州地方

の一部にかけて震度5弱～ 1を観測した。本学が所在する大阪府吹田市でも震度

5強を観測し、1995年に発生した兵庫県南部地震（通称：阪神・淡路大震災）以来

の大きな地震であった。
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1.2 大阪大学人間科学研究科・人間科学部の学生の活動
　人間科学研究科・人間科学部の学生たちが行った主な活動は、以下の表のとお

りである。特筆すべき活動については後に詳述する。

　発災した6月18日は各自、安否確認を行った。その後、午後から集まること

が可能な学生は渥美先生と稲場先生とともに地域を車で回った。震源地の高槻市

や吹田市を回り、住民の方々に声をかけながら被害状況を把握した。近隣のスー

パーやコンビニでは飲用水、食料が売り切れており、不安を感じている人も多かっ

たと考えられる。

　翌19日午前、吹田市社協から先生方に支援の要請があり、災害ボランティア

センター設立の会議に参加した。大阪大学オムニサイト（OOS）協定 2を締結して

活動日 活動内容
6 月 18 日 先遣隊：高槻市や吹田市等を車で回り、情報収集

6月 19日
吹田市災害ボランティアセンター：センター立ち上げの会議、活動
先遣隊：飲用水の配布
その他：避難所情報収集、箕面市立豊川南小学校訪問

6月 20日 箕面市立豊川南小学校　留学生避難者の対応

6月 21日 箕面市立豊川南小学校　留学生避難者の対応
吹田市災害ボランティアセンターでの活動

6月 22日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動
大阪大学　夜間相談所設立の動き

6月 23日
吹田市災害ボランティアセンターでの活動
OOS 連携会議の参加（教員、NPO法人職員）
大阪大学　夜間相談所　見回り（吹田キャンパス、豊中キャンパス）

6月 24日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動

6月 25日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動

6月 26日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動

6月 27日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動

6月 28日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動

6月 29日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動、物資調達

6月 30日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動

7月 1日 吹田市災害ボランティアセンターでの活動（最終日）

7月 5日 検証・提言会議（NPO法人にて）

7月 2日～
31日 きららスマイルセンター（復興支援センター）での活動

　 　

　 　

　
表 1　2018 年 6月 18 日－ 2018 年 7月 5日　大阪府北部地震記録整理一覧
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いる日本災害救援ボランティアネットワーク（NVNAD）の寺本氏、ならびに本

学の学生も同席した。この会議では災害ボランティアセンターの活動予定、ニー

ズの収集およびマッチング、ボランティアの対象となる活動内容などについて話

し合った。午後からは、吹田市社協と学生の一部で、ニーズの整理とセンター内

の整備を行った。また、渥美先生、稲場先生を中心に、「金光教大阪災害救援隊」

のT氏もワゴン車にペットボトルの水を大量に積んで駆け付け、18日に回った

家庭に飲用水を配布した。

　20日以降は災害ボランティアセンターでの活動が中心となった。各自で災害

ボランティアセンターに赴き、ニーズとのマッチングを経て活動を行った。倒れ

た家具を起こしたり部屋を片付けたりすることが多かった。中には、発災以前か

ら生活に困難を感じていたと推測される人が、地震をきっかけにSOSを出した

例もあり、平常時から福祉のサポートやご近所での助け合いをする重要性を目の

当たりにした。

　ここで大阪大学吹田キャンパスの近隣で起きた事例を挙げたい。日にちが前後

するが、6月19日（すなわち地震発生の翌日）の夕方に箕面市小野原で断水して

いるという情報が稲場先生に入った。箕面市小野原は吹田キャンパスに通う学生

が多く住む地域であったため、その地域にある箕面市立豊川南小学校（以下、豊

川南小学校）の避難所に向かうことになった。行ってみると、外国人留学生やそ

の家族が殺到していた。その小学校の周辺では、19日夕方には水・電気は復旧し

ていたものの、家屋にひびが入ったり家具が倒れたりする被害が見られ、依然と

して片付けが進んでいない様子だった。小学校に避難している人のほとんどは、

留学生やその家族であった。彼らは、地震の経験がなかったため、外国人留学生

やその家族が、「夜に眠るのが怖い」「一人だと不安」と避難所に集まった。

　避難所の運営に携わっていた箕面市の職員に伺うと、発災した18日は約130

人、翌19日は140人が避難所に集まり、その9割以上が外国人だった。文化や

言語の違いに対応するため、ハラルフードや祈りの部屋の準備、多言語の情報提

供がなされた。共生学系で水・衛生問題を研究している杉田先生もその場に駆け

つけ、トイレの清掃など見落とされがちな点をフォローした。この指摘を受けて、

NVNADの支援のもと清掃道具が提供された。19日の夜には、20日朝に豊川南

小学校の避難所が突然閉鎖されることが決まり、不安を抱いたままの留学生は行

き場を失った。逆に、もう地震が来る恐れがなくなったために避難所が閉鎖され

たと勘違いし、良くも悪くも安心した留学生もいた。これらの動きをふまえて先
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生方が大学側に働きかけ、その結果、21日より吹田キャンパスと豊中キャンパ

スに夜間相談所が設立された。夜間に体育館を開放し、不安を感じたり生活に困

難をきたしたりしている大阪大学の学生・教員およびその家族を受け入れた。夜

間相談所は24日朝までの3日間設置された 3。

　以降、7月5日ごろまで、各自が災害ボランティアセンターを通じて支援活動

を行った。特に大型ごみの処分などは、地震発生から数日たってから要請される

ことが多く、次々に災害ボランティアセンターに連絡が入った。そして重要なこ

ととして、ボランティアの人と話す機会を得て、精神的に楽になることができた

という声もうかがった。その一方で、被災しながらもボランティアに参加した人

の多くが、活動を通じて活力をもらったと後にふりかえっていた。

　そんな中、地域に学生がボランティアに来ることを受け入れてくれる依頼者が

多くいた。そのような声もふまえ、吹田市社協と有志の学生が連携して、学生の

ボランティア参加を呼びかけ支援することになった。私たちは「オンラインボラ

セン」と名付け、吹田市でのボランティア活動と学生をマッチングした。これは、

事務局長の広田氏を中心に吹田市社協の方が尽力してくださったことで実現した。

そして、有志の呼びかけに、人間科学研究科・人間科学部の学生13名が手を挙

げた。オンラインボラセンに参加した学生は、「個人ではどうしたらいいのかわ

からなかったが、オンラインボラセンを窓口として地域に参加できるようになっ

た」という感想をくれた。この言葉からわかるように、オンラインボラセンは被

災地と接点がないために躊躇していた学生を支援できた一例だと言える。

　研究室やオンラインボラセン等を通じて、吹田市の災害ボランティアセンター

で活動した大阪大学人間科学研究科・人間科学部の学生は19名、参加回数は29

回に上った 4。

図 1. 災害ボランティアセンターでの様子 図 2. 待機するボランティア
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2. 「つっぱり棒の会」発足の経緯とこれまでの主な活動

　前章では、大阪府北部地震発生後に大阪大学人間科学研究科・人間科学部の学

生・教員が自主的に行った活動を詳述した。活動は、多方面かつ同時期に複数個

所にわたっていたため、各自記録をつけ、必要に応じて相互に報告・連絡をする

形で情報を共有していた。しかし、全体の動きを把握することはできておらず、

また、活動する中で直面した課題や今後に向けた提案などを共有する場もなかっ

た。そこで、今回の災害やボランティアの経験を今後の改善につなげるべく、我々

の活動全体を記録に残すとともに、その中で見えてきた課題や今後必要とされる

対策について互いに共有し、議論を行う場を設けたいと考えた。こうして2018

年10月9日、大阪大学人間科学部棟本館にて大阪府北部地震での活動を反省し、

次へつなげるための会議が行われた。

　第1回会議の参加者は、主に大阪府北部地震発生後に何らかの支援活動を行っ

た共生行動論・共生社会論・国際協力学の学生と教員、NVNADの寺本氏であっ

た。各研究室の教員が呼びかけ、20名ほどが集まった。ここでは、主に3つの事

柄が確認された。以下、記録は会議の議事録に依拠する。

　まず、会議の目的と、まとめた記録を外部に発信することについて確認がなさ

れた。大学本部や人間科学研究科・人間科学部の学生、地域住民やNPO職員に

対して実態を報告し、対応の必要性を訴えるとともに、研究者に向けて学術的な

発信をすることも考えられた。特に、複数の研究者が同じフィールドについて記

録するチームエスノグラフィについて、その実践例となることが目指された。次

に、本会議における4つの分野を設置し、各担当者を決めた。分野とは、①新入

生企画、②留学生企画、③シンポジウム、④ジャーナルである。最後に、本会議

の名称を「つっぱり棒の会」（平常時は目立たないけれど、いざという時に役に立

つ存在という意）と定め、会議の定期的な開催と活動の記録、外部への発信を行っ

ていくこととした。

　こうして、つっぱり棒の会が発足し、以後、2か月に1回ほどのペースで議論

を重ねた。各回の開催日と主な議題は、表2の通りである。
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表 2　「つっぱり棒の会」の開催日と議題

回 日付 主な議題

第 1回 2018 年
10 月 9日

・会議の目的
・各分野担当
・会議の名称

第 2回 11月 27日

・大阪府北部地震に関するアンケートの作成
・「阪大もん」企画
・「学生出前カフェ」提案
・話題提供「外国人被災者への対応」
・岡山県倉敷市真備町での活動呼びかけ

第 3回 2019 年
1月 22日

・大阪府北部地震に関するアンケートのプレテスト
・チームエスノグラフィ研究会発足
・「阪大もん」企画
・すいすい吹田 5（「学生出前カフェ」より発展）の進捗

第 4回 2月 21日 ・大阪府北部地震に関するアンケート、最終確認
・すいすい吹田活動報告

第 5回 5月 14日

・大阪府北部地震に関するアンケート、活用方法
・チームエスノグラフィ研究会報告
・すいすい吹田活動報告（サロン見学を経て）
・「阪大もん」報告

第 6回 6月 4日
・「大阪府北部地震 1年のつどい」企画
・話題提供「被災者を対象とした調査の倫理的配慮」
・真備での活動呼びかけ

第 7回 6月 25日
・「大阪府北部地震 1年のつどい」企画
・すいすい吹田活動報告（防災ツアー）
・今後の活動

第 8回 7月 1日 ・「大阪府北部地震 1年のつどい」開催

第 9回 7月 9日

・�「大阪府北部地震 1年のつどい」ふりかえり・報告書
の企画

・「阪大もん」分析報告
・真備での活動報告

第 10回 7月 30日
・コミュニケーションツール（Slack）の導入
・「大阪府北部地震 1年のつどい」報告書の作成
・今後の活動

第 11回 9月 19日
・�「大阪府北部地震 1年のつどい」報告書についての意
見交換

・Slack の学外連携への運用検討
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　2019年7月1日に開催した「大阪府北部地震1年のつどい」については、次章で

詳述する。ここでは、つっぱり棒の会から生じた実践として、大きく2つを取り

上げる。

　1つ目は、「阪大もん」である。2019年4月に新しく人間科学研究科に入学する

院生を対象に、つっぱり棒の会に属する院生が中心となり、防災に関するゲーム

を行った。具体的には、スマホ用のアプリケーションを用いて「阪大もん」と呼

ばれるキャラクターを集めながらキャンパス内を歩いて回り、施設の場所や、平

常時と災害時それぞれの役割などについて知ってもらうというものだった。本ア

プリケーションは、人間科学研究科がOOS協定を結ぶNPO法人北いわて未来

ラボの協力のもとに開発された。同NPO団体は、東日本大震災で被災した岩手

県野田村を中心に、子どもたちを対象に街を歩きながらその魅力や震災の傷跡、

災害時に役立つ施設を発見するツールを開発し、イベントを開催している。つっ

ぱり棒の会に所属するメンバーは、以前にも兵庫県西宮市で同団体のツールを

使ったイベントを開催したことがあり、今回は大学院生を対象に、フィールドを

キャンパス内に移しての試みとなった。

　2つ目は、「すいすい吹田」という活動グループである。これは、大阪府北部地

震発生後、災害ボランティアとして実際に地域で活動した学生が、厳しい現実を

目の当たりにし、その問題解決のために何かできないかと立ち上げた団体である。

地震で散らかってしまった部屋の片づけを手伝ってほしいとの要望で駆け付けた

ところ、服や家具、雑貨類等の荷物が部屋中に散乱し、生活するために必要なス

ペースが十分確保されていなかった。荷物の下には食べかすやねずみの糞が落ち

ており、ボランティアが大人数でごみを運び出したり掃除をしたりしていても近

所の方は誰も姿を見せない、というケースがあった。地震以前から何らかの問題

があったことは明らかであり、地震が起きなくてもそのような方にアプローチす

ることはできなかったのか、地震のような緊急時の助け合いというのは、日ごろ

からのつながりから生まれるのだということ、それゆえ地域で孤立した方は災害

時に脆弱な存在となりやすいことを痛感した。また、学生との関わりを喜んでく

ださる方々、若い世代が地域で活動することを歓迎してくださる方々との出会い

から、これまであまりそのような機会がなかったことを実感するとともに、学生

にとっても地域にとっても、そのような関わりには意義があり、平常時からの学

生と地域のつながりをもっと促進したいと考えた。そこで、つっぱり棒の会に所

属する寺本氏や学生に加え、会の呼びかけでボランティアや地域に関心のある学
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生が集まって、2018年12月に第1回目の「すいすい吹田」の検討会議が開催された。

すいすい吹田では、災害ボランティアセンターを運営していた吹田市社協の方に

もご協力いただき、既存の活動を見学したり、自治会と共同でイベントを企画し

たりしている。今後は、メンバー勧誘のためのイベントや、継続的な自治会との

関わり、新たな活動の企画等を検討している。

　このように、つっぱり棒の会では、情報の共有や議論を重ねる中で様々な実践

や企画の案が生まれ、実行に移している。例えば、連絡手段は、当初よりメーリ

ングリストを利用していたが、より円滑で活発な議論のためSlackというコミュ

ニケーションツールを導入することとした。学外との連携は特に、多くの方々の

ご協力あってのことであるが、大阪府北部地震での気づきや課題を今後に活かす、

という「つっぱり棒の会」の目的は達成されていると言えるのではないだろうか。

しかし、防災に終わりはない。まだ取り組めていない課題も含め、今後も継続的

な実践とさらなる発展を目指し、活動を続けていく。

3．「大阪府北部地震1年のつどい」報告

3.1「大阪府北部地震1年のつどい」概要
　2019年7月1日（月）に、大阪大学人間科学部棟北館2階ラーニングコモンズに

おいて、大阪府北部地震1年のつどいを開催した。当日は、発災当時からかかわ

りを続けてきた吹田市社協、箕面国際交流協会や地区防災委員、地域住民の方々

をはじめ、他大学の教員や災害ボランティアサークルの学生たちも加わり、参加

図 3. すいすい吹田の活動の様子 図 4. 住民の方々と地域を回る防災ツアー
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人数は32名であった。

　まず、つっぱり棒の会メンバーより本会開催の経緯と主旨について説明し、そ

の後、参加者全員で自己紹介を行った。全員の自己紹介が終わった後、あらかじ

め5人～ 6人程度に分けられたグループで、「避難所の外国人の避難」および「南

海トラフ地震に向けて」についてディスカッションした。ディスカッションには

「えんたくん」と呼ばれる円形の段ボールで作られた模造紙を使用し、机は使わず、

円陣を組んだメンバーの膝に「えんたくん」をそれぞれ乗せながら模造紙に書き

込み、議論をかわしていった。ディスカッションの後、各グループで上がってき

た意見を発表し意見交換を行った。

3.2 テーマ①「避難所の外国人の避難について」
　最初のテーマである「避難所の外国人避難」について、参加者は大阪府北部地

震後の実体験をふりかえりつつ、今後の災害に向けた案を考えた。参加者の中に

は、大阪府北部地震後に指定避難所であった豊川南小学校を訪れた方、避難所運

営に携わった箕面市国際交流協会と地区防災担当の方、運営ボランティアの学生、

自宅避難や避難所で過ごした留学生などがいたため、ディスカッションの中で立

場や経験の違いによる多様な考え方が示された。

　大阪府北部地震発生後、避難所に避難する日本人が少なかったのに対し、留学

生をはじめとする外国人が多数避難したことについて、参加者の間で意見が交わ

された。地震後、豊川南小学校を訪れた参加者は、地震前の情報提供では特に

大々的な案内をしていなかったにもかかわらず、「豊川南小学校に避難してきた

図 5. 学生による挨拶 図 6. 「えんたくん」を膝に置いて書き込ん
でいく
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8～ 9割が外国人で驚いた。想定外だった」と当時の状況をふりかえった。実際

に避難者のほとんどが阪大の留学生であったと、豊川南小学校に訪れたことがあ

るほかの参加者からも証言された。一方で、避難所への避難をためらう外国人の

ケースも報告されている。「地震の後に落ち着いていた日本人を見て、逆に戸惑っ

た」、「日本人の反応を見て動いてしまい、結局避難しなかった」といった声が聞

かれる一方で、外国人の様子を実際にシェアハウスで見た留学生からは、「日本

人の知識や落ち着きが、時には安心に変わった」という意見も出された。「日本人

は防災に詳しいイメージがある」という留学生の発言を聞き、「日本人って思っ

たより防災知らないよね」と漏らした日本人の姿が見られた。防災に詳しいとい

う、外国人が日本人に対して抱くイメージと実際の行動との間に、ギャップが見

られることについては、留意すべきであると会場の参加者全体で共有した。自国

の防災訓練以上のことはできない。災害が発生する際に想定外のことも起こりえ

るため、外国人の避難行動から学べることもあるという話が出た。また豊川南小

学校では、当時礼拝室やハラルフードの提供など外国人避難者に対する配慮がな

された。このように、避難所では宗教的配慮が求められることに加えて、名簿の

作成や個人カード形式（国名、ベジタリアン、アレルギーの有無など）で避難し

た外国人の情報を把握する必要があると参加者から指摘された。加えて避難所の

トイレの使い方など、日本人にとっては当たり前と思われる常識が、外国人の間

では共有できていないといった課題もあるため、避難所の使い方を多言語で表記

したパンフレットを設置するよう要望が出された。

　また外国人に防災・災害時情報を伝える時期、方法、言語についても、活発な

議論が展開された。これらのことは大阪府北部地震後の外国人の避難時における

問題の要因にもなり、多くの参加者から課題として提起された。例えば、「正し

い情報が不足している」という声が複数のグループからあがった。この点につい

て外国人コミュニティでは、母国語で話せることによる安心感はあるが、曖昧な

情報が錯綜してしまうこともしばしばみられるため、外国人同士で集まっても

不安が解消されるわけではない。外国人のみが集まるグループやネットを通し

て、負の感情が伝播することも懸念される。したがって、正確な情報にアクセス

する方法などを知っている人が、情報を求める外国人に伝える必要がある。これ

は外国人に限ったことではなく、その土地になじみのない人、偶然、被災地に居

合わせた人についても、共通のことが言えるのではないかという話が出た。また

防災情報や避難経路については、日本語表示しかないなど言語パターンが少ない
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ため、避難時に必要とされる情報の不足が支援につながらない要因となる可能性

がある。大阪府北部地震後、災害ボランティアセンターの立ち上げにかかわった

社会福祉協議会の職員が、「被災者のニーズを把握していったものの、外国人被

災者からの訪問要請がなく、情報提供がどこまで浸透しているのかが不明である」

と指摘した。多言語の案内を増やすだけでなく、外国人向けの多言語アプリの開

発も視野に入れる必要がある。また入学時のオリエンテーションに、留学生向け

に分かりやすい防災の講座を取り入れること、防災講座を参加しやすい時期と時

間帯に設定したうえで、参加の義務化を検討することなど様々な提案が出された。

KOANやお知らせメールによる迅速な情報共有など、大学の情報共有システム

について改善すべき点もあげられた。

　さらに、災害時の外国人対応は地域の大きな負担であるという意見について、

様々な意見が出された。外国人は地域の住民として認識されておらず、災害時の

留学生の管理責任は大学が担うべきであるという考え方も根強い。人手が足りて

いない地域では、災害時における外国人への対応が後回しにされていた事例も聞

かれた。こうした意見から、地域側の外国人に対する配慮不足が指摘できるだろう。

　一方で、外国人しかいない避難所で共同生活することに日本人は疎外感を覚え

ることもある。大阪府北部地震の際に、日本人の高齢女性が英語の案内しか流さ

れない避難所で居づらくなり、家に帰ってしまったことがあると、避難所運営の

関係者がふりかえった。ある日本人の学生は、普段の経験をもとに「日本人は外

国人に話しかけようとしない」と指摘し、やさしい日本語や簡単な英語で交流す

る経験を通して、少しずつ自信を獲得することが重要であると話した。また防災

ワークショップ、避難訓練などを地域で行い、様々な人びとを防災に取り込むこ

とが、災害時の共同生活の不安の解消につながるという意見が出された。これら

のことから、日頃からの関係づくりが重要であると言える。話し合いの中で、「外

国人」に対して、「地震などの災害の基礎知識がない、知識がないから不安になる」

「土地勘がない」「災害が発生したら、母国へ帰りたいというのは普通の感情」「『外

国』と言っても差がある」「観光客か、そうでないかによって対応も違う」など重

要な視点が確認された。

　ディスカッションの最後に、「留学生をはじめとした外国人は災害時に支援さ

れる側だけでなく、支援する側にもなるためにどうすればよいか」という問題提

起が新たになされ、避難所を運営するにあたってボランティアをどのように活用

すべきか、建設的な話し合いが進められた。
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3.3 テーマ②「南海トラフに向けて」
　大阪府北部地震における外国人の避難についての話し合いがなされた後、南海

トラフなどの巨大地震に向けた対応についてディスカッションを行った。気象庁

（2019）によると、南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県にかけての太平洋沖の

プレート境界を震源域として概ね100～ 150年間隔で繰り返し発生してきた巨

大地震だが、1946年に発生した最後の地震からはや70年以上も経過しているこ

とから、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まっているとされている。しかし、

これだけの大規模災害となるとイメージがつかないところがあり、外国人の中に

は南海トラフといわれても知らない人も多い。参加者からも、「南海トラフのよ

うにこれだけ規模が大きい災害があるといわれると、どこが安全なのかも分から

ない」「あまりにも巨大な地震で想定できないため、イメージが湧かない」「『南海

トラフって何』って思っている外国人も多い」とコメントがあった。それに対し

て、ポスター等で被害想定を数値化したものを提示するなど徹底した情報の把握

や、大規模災害を「正しく恐れる」ことで、巨大地震に対する防災意識が高まる

というのでないかといった意見が出された。

　次に、災害が起きた時、どのくらいの被害が想定されるのかについて意見が交

わされた。「人びとが活動している昼間などの時間帯に災害が起きた場合、多く

の人びとが被災する可能性がある」「火災も心配だ」といった意見が出された。災

害が起きた際の避難についても、「南海トラフのような災害の場合、大阪市内や

大阪府南部の方に被害が大きくなることが予想されるため、大阪府北部の方が支

援する側にまわり、多くの人びとが北部に避難してくる。広域避難の際の受け入

れ態勢をどうするのか」といった問題提起がなされた。参加者からは、「このよ

うな広域にわたる被害をもたらす災害の場合は、自分がどこで、災害をどう迎え

るのか、考えておくことが大切である」といった意見が出された。

　また、平常時からの備蓄をうまく使いこなしながら、いざという時の対応につ

いて、具体的にシュミレーションしておくにはどうすればいいのかについて議

論がなされた。それについて、「家中のガラスや家財道具が床に散乱した状態で、

慌ててベッドから降りて怪我をすることがあるので、スリッパを用意したほうが

いい」「避難訓練や救命講習会などに参加しておく」といった意見が出された。一

方で、「準備することが多いと、人びとが備えをやりたがらなくなる」「防災意識

を持ち続けることは大変」という意見もあり、それに対して「できることからやっ
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ていく」「ありあわせのものを使った防災スキルを身に着けておく」などの具体的

な対策案が出された。

　さらに、災害をわが事としてとらえることで、いざという時の対応について想

像しておくことの重要性について話し合いがなされた。具体的には、「避難生活

が長期化した場合の対応、遺体の扱い、備蓄をどうするか、火災防止、人権の問

題、外国からの支援、ボランティアなどの受け入れなどを予め決めておく」、そ

してそれを、「災害時には、誰が、誰と、何を進めるのか、決めておくこと」が

大切であることが認識された。

　最後に、日頃のつながりが希薄とされる学生や外国人、都市部に暮らす人びと

など、地域には様々な立場の人間が暮らしているという前提で、SOSを出せる

体制やネットワークづくりを進めることが、困った時の助け合いにつながるとい

う意見が出された。そのための対策として、留学生からは、「日本語ができる外

国人は、災害時に通訳等の支援する側にまわることができるので、日本人も、日

頃よりやさしい日本語の活用などを通じて、外国人とのコミュニケーションに慣

れておいてほしい」といった要望が再び出された。参加者の中には『なんちゃっ

てくりかえし防災』と毎週言われていると、印象に残っていくかもしれない」、「あ

えて『南海トラフ』という言葉を使わないことで、日々の対応を積み重ねていく

ことが可能になるのではないか」といった意見が出され、日々の生活の中で防災

を身近にとらえて考えていくことが、最終的に南海トラフといった大規模災害へ

の対応につながるとされた。

図 7. 各グループの議論を全体で共有 図 8. 学生、教員、地域住民など 32 名が集
まった
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4．まとめ―今後に向けて

　今回の「1年のつどい」を機に、防災や災害時に必要とされる情報を外国人にの

みならず、地域になじみのない人や、たまたまその地域を訪問していた人びとに

対しても、伝えていく工夫が必要であることが確認された。地域で参加しやすい

防災講座や避難訓練を行い、多様な人びとを取り込んでいくことで人びとのつな

がりが生まれ、そのつながりが災害時の共同生活の不安の解消につながるとされ

た。大規模な災害に備えて、被災者の受け入れ態勢や避難所での役割分担、地域

の構成員として普段組み込まれていない外国人や、学生も含めた防災活動など、

地域でどのように行動するのかを具体的に話し合っておくことが重要であるとい

う指摘もなされた。

　大規模災害への備えは、いかに「じぶんごと化」してとらえているかが焦点と

してあがったが、実際にはイメージできていない部分が多くあることも、ディス

カッションを通して明らかとなった。改めて、災害をわが事としてとらえて議論

することが、いかに困難なものであるかを確認できたことが、「1年のつどい」の

最大の成果といっても過言ではない。地震で被災した際、孤立した状況を経験し

てとても不安に思い、学生として、普段から地域住民とのつながりを築いていく

ことがいかに大切かということに気付かされた。大阪大学のキャンパス自体も被

災して大変な状況に追い込まれたが、一方で、大学側の危機管理体制が不十分で

あったことも明らかとなった。今回参加いただいた地域の方々からも、これを機

会に、大学と積極的に意見交換をしていきたいという意見をいただいている。つっ

ぱり棒の会として、今後も地域の方々と様々なテーマを設定し、議論を重ねてい

くことで、大学を含む地域全体としての災害への取り組みに寄与したいと考えて

いる。

　大阪府北部地震が発災した直後から約1年間の活動をふりかえってみて、様々

な活動を大学の教職員と学生、支援者や地域の方々と協働して行ってきたと実感

している次第である。これまでも、国内外で起きた災害への支援や災害に関する

研究活動を行ってきたが、大学が所在する地域が被災地となり、自分たちも被災

した当事者として活動に参加したのは、おそらく大阪府北部地震が初めてではな

いだろうか。当事者として被災地にかかわることで、継続した活動を行っていく

ための新たなる課題も見えてきた。学生の視点で活動の継続性を考えてみた場合、

一定期間しか地域で活動に参加することができないといった難しさがある。学生
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たちの継続的な活動を促していくためにも、これから活動しようと思っている学

生たちが、少しでも意欲的に参加できるような環境を整備していくことが大切で

ある。そのためには、学生たちだけではなく、大学全体が積極的に環境整備にか

かわっていくことが求められる。この大阪府北部地震1年のつどいが、そのスター

トを切る絶好の機会となることを期待している。

注

1 執筆担当者以外の「つっぱり棒の会」の活動を支えてきた当時のメンバー（順不同・敬称

略）には、渥美公秀、稲場圭信、杉田映理（以上教員）、NVNAD 寺本弘伸（NPO法人職員）、
陳重道、大門大朗、林亦中、閔雅利、宮前良平、佐々木美和、翁婉秋、曽翕如（以上学生）

が含まれる。

2 大阪大学人間科学研究科附属「未来共創センター」のプロジェクトの一つで、支え合う社会、

共生社会を創造していくための新たな共創の仕組みを実現する協定。

3 夜間相談所の開設は大学のホームページで発表されなかった。被害に遭った学生に教員か

ら直接伝える形式を採り、SNSでの拡散はもちろん、被害が大きくないと判断された学生
への伝達は控える方針だった。そのため開設したことを知っていた学生はごくわずかだっ

た。3日間で利用者はのべ5名だった。

4 このオンラインボラセンを通じて、7月5日以降も活動を継続した学生もいる。もちろん
個人で参加したり吹田市以外で活動したりした学生がいるため、この数字は氷山の一角に

過ぎないだろう。そしてこの取り組みが、支援活動の収束後も継続的に地域と大学生をつ

なぐきっかけとなった。

5 大阪府北部地震でのボランティア活動をきっかけに、日常のつながりを活性化していく取

り組みを地域住民や社協の方々と協働していく学生グループを立ち上げた。
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Clerke, T. & Hopwood, N.
2014　Doing ethnography in teams: A case study of asymmetric in collaborative research. New 

York: Springer. 
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中国におけるアフリカ人学生の
留学動機、生活課題、就職意識
厦門大学の英語コースを事例として

羅 方舟 

報告

1.研究背景

　2016年時点で、世界全体の全留学生の約10%がアフリカ人であり、今後十年間、

グローバルで加速する人口の老齢化と少子化により、全体的に留学生人数の伸び

は鈍化することが指摘されているが、若年層の人口増加は顕著であるアフリカは

例外である（British Council 2018）。アフリカ人留学生の受け入れ国として、中

国はすでにアメリカを超えてフランスに次いで二番目に位置づけられる。2016

年時、アフリカ人留学生数をみると、フランスは102,941人で一番多く、中国は

61,594人で二番目、アメリカは37,735人で三番目である（中国教育部 2016）。こ
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れらの留学先の中で、フランスを代表とするフランス語圏とアメリカを代表とす

る英語圏に育った若者は、それぞれフランス語と英語のネイティブスピーカーと

して、自身の留学選択とつながりやすいが、母語が通じない中国におけるアフリ

カ人の留学実態がフランス語圏と英語圏の留学生とは異なると言える。

　中国の留学生の送り出し国としての面に焦点を当てて中国人留学生を対象とし

た研究がされているが、留学生の受け入れ国としての面に注目し、中国におけ

る留学生を対象とした研究が不足している（Jiani 2017）。留学生統計からみると、

2016年時点で、中国は442,773人の留学生を受け入れ、総人数がアジアの国の

中で一番多く、すべての国の中では二番目に位置づけられる。それに対し、ア

メリカにおける留学生数は1,078,822人で一番目、イギリスにおける留学生数は

432,001人で三番目に位置づけられる（中国教育部 2016）。また、中国教育部が
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学
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Asia 141689
（72.5）

4171
(41.1) 2.9 207555

（63.2）
15434
(53.6) 7.4 293222

(59.9)
32871

（56.1） 11.2

Europe 26339
（13.5）

2107
(20.8) 8.0 54453

（16.6）
3906
(13.6) 7.2 75064

(15.4)
8918

（15.2） 11.8

Africa 5915
（3.0）

2733
(26.9) 46.2 27052

（8.2）
6717
(23.3) 24.8 74244

(15.1)
11583

（19.8） 15.6

America 19673
（10.1）

954
(9.4) 4.8 34882

（10.7）
2212
(7.8) 6.3 39203

(8.0)
4469

（7.6） 11.4

Oceania 1887
（0.9）

186
(1.8) 9.9 4388

（1.3）
499
(1.7) 11.4 7439

（1.6）
731

（1.3） 9.8

合計 195503
(100)

10151
(100) 5.2 328330

(100)
28768
(100) 8.8 489172

(100)
58572
(100) 12.0

表 1　中国における留学生の概況

出典：「来华留学生简明统计」による筆者作成
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出版した「来华留学生简明统计」によると、2017年時点で、中国における留学生

総数が2007年時点より2.5倍になった。その中で、アフリカ人留学生数は2007

年時点より12.5倍になった。つまり、アフリカ人留学生の増加の幅が全体より

五倍である。また、奨学金受給状況に着目すれば、全体の受給人数と割合は増加

している。その中で、アフリカ人留学生の受給割合が減少しているが、過去十年

間の各大陸別奨学金生割合からみると、他の地域より、アフリカ人留学生の奨学

金割合が一番高いことは判断できる（表1）。以上より、中国における留学生の中

で、奨学金受給者としてのアフリカ人留学生に焦点を当てる必要があると考えら

れる。国別の留学生数からみると、2012年時点以降、アフリカ人留学生の中で、

2007 年 2012 年 2017 年

国
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奨
学
金
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の
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割
合
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％
）

国
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の
数
と
割
合
（
％
）

国
別

総
数

奨
学
金
生
の
数
と
割
合
（
％
）

Tanzania 374 175
(46.8) Ghana 2317 222

(9.6) Ghana 6527 657
(10.1)

Guinea-
Bissau 326 32

(9.8) Nigeria 1669 206
(12.3) Nigeria 5774 446

(7.7)

Ghana 298 37
(12.4) Mauritius 1293 197

(15.2) Ethiopia 4883 514
(10.5)

Nigeria 268 63
(23.5) Somalia 1141 89

(7.8) Zimbabwe 4607 235
(5.1)

Sultan 261 92
(35.2) Kenya 1129 306

(27.1) Tanzania 4488 644
(14.3)

Algeria 252 65
(25.8) Sudan 1066 386

(36.2) Zambia 3940 374
(9.5)

Mauritius 238 77
(32.4) Cameroon 1001 179

(17.9) Cameroon 3050 298
(9.8)

Kenya 224 88
(39.3) Ethiopia 933 204

(21.9) Sudan 2857 768
(26.9)

Zambia 191 120
(62.8) Tanzania 873 307

(35.2)
South 
Africa 2663 167

(6.3)

Cameroon 191 104
(54.5) Congo 861 190

(22.1) Kenya 2508 490
(19.5)

　　　　　

表 2　中国におけるアフリカ人留学生数の国別統計（top10）

出典：「来华留学生简明统计」による筆者作成
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ガーナ人が一番目であり、ナイジェリア人が二番目に位置づけられる（表2）。

　中国政府は、2018年に第7回（3年ごとに）中国アフリカ協力フォーラム

（FOCAC）を開催し、「一帯一路」1政策をめぐり、アフリカの37カ国と政府間協

定を結んで、インフラストラクチャー整備、貿易や教育など各方面で協力を深化

することを宣言した。教育の面で、50,000人のアフリカ人留学生に政府奨学金

を提供する支援戦略が確立された。2012年の第5回中国アフリカ協力フォーラ

ムで計画された5,500人の奨学金生目標と2015年の第6回協力フォーラムで計画

された30,000人奨学金生目標と比べ、アフリカ人留学生に対して中国政府が提

供する奨学金数は持続的に増加している。

　留学生奨学金からみると、中国は様々な奨学金制度を設立している。具体的に

は、中央政府のレベルで、両国間の関係により、中国と関係国政府と締結した教

育協力の協定によって提供される国家政府奨学金がある。また、ユネスコを通じ

て提供される奨学金は、発展途上国の学生や研究者に対し、中国での学習と研究

を支援している。地方政府レベルで、省や市などの地方政府は留学生のために、

地方に所属する大学を介して奨学金を提供している。独立した教育機関レベルで

は、孔子学院 2（Confucius Institutes）で孔子学院奨学金が設立され、中国語を勉

強する外国人学生、研究者及び中国語教師を支援している。他に、大学レベルで、

大学ごとに留学生を支援する奨学金プロジェクトも存在する。

2.先行研究

　中国における留学生全体を対象とした研究はなされているが、アフリカ人留学

生を対象とした研究は比較的に少ない。その中でも、マクロな視点から政府の支

援政策、アフリカ人学生留学の動向を量的に分析した研究が相対的に多い。具体

的には、中国におけるアフリカ人学生の留学状況をめぐって三十年間の歴史を整

理し、留学生数の変化を分析し、留学の現状を把握した上で、政府の支援政策と

留学生の留学選択との関連性、中国の社会変容にアフリカ人留学生が与えた影響

を究明した研究がある（李・瀋 2017）。また、中国におけるアフリカ人留学生の

現状に着目し、留学生全体の規模の拡大、留学生の背景の多様化、留学後の就職

のための留学選択や中国語を中心にした専門選択などの留学実態を明らかにした

研究もある（段  2015）。

　ミクロな視点から、個々のアフリカ人留学生を対象とした質的な研究も数篇あ
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る程度である。主に異文化適応に着目し、中国の大学におけるアフリカ人学生留

学中の文化適応度を考察している。中国とアフリカの間に、自然環境や社会文脈

など各方面で大きい差異が存在しているため、中国という新しい環境に入り込ん

だ留学生はどれほど適応しているかをリサーチクエスチョンとし、対象者の身体、

心理、コミュニケーション、言語習得や文化適応などに注目している研究として、

羅（2015）、呉（2018）、陳・龚（2018）、万（2015）、Akhtar（2015）の研究が挙げ

られる。これらの研究は、中国の大学を中心に、質問調査やインタビュー調査を

実施しており、アフリカ人留学生の異文化適応度を分析している。結論として、

留学年数と中国語の習得状況によって文化適応度が異なる。留学年数が長い、中

国語レベルが高いほど、文化適応度が高くなる。しかし、異文化適応を注目して

いる一方で、アフリカ人留学生の視点から、留学の動機づけ、留学中の課題や留

学後の進路選択など留学実態がまだ不透明な状態であり、質的なケース・スタディ

は十分だとは言えない。また、同じアフリカ人留学生の中でも、留学先、奨学金

受給状況や履修コースによって留学実態が異なる可能性も存在するため、留学生

を違うグループに分けて分析し、留学実態をより明らかにする必要があるのでは

ないかと考えられる。

3.研究目的

　本研究では、中国の大学におけるアフリカ人留学生に対する質的な調査を行う。

高等教育レベルで、留学生支援策の一環として、奨学金制度のメカニズムを明ら

かにする。アフリカ人留学生の一部として、英語コースにおける留学生の視点か

ら、留学の経緯を明らかにした上で、留学の動機づけ、留学生活の課題と留学の

影響を明らかにする。 

リサーチクエスチョン 

①  中国の大学におけるアフリカ人留学生は、なぜ英語コースを選択して中国に

留学するか。また、留学中に各方面でどのような課題に直面しているか。

②  奨学金受給者として、アフリカ人留学生の視点から、英語コースを通じた中

国への留学は、個人の就職意識にどのような影響を与えるか。　 
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4.フィールド調査概要

4.1調査地

　本研究は中国福建省の厦門市における厦門大学（Xiamen University）を調査地

とした（写真1）。厦門市は海浜都市として、中国5つの経済特区の一つであり、

海越しに台湾を望んでいる。厦門大学は国立大学である。2017年時点で、厦門

大学の学生総数は4万人を超え、留学生は3,400人である（図1）。留学生数から

みると、全国の2,879の大学の中で、17位に位置づけられる（来华留学生简明统

计）。留学生課程として、中国語コースにおいては、24の学部課程、33の修士課程、

30の博士課程が設立されている。それに対し、英語コースにおいては、学部課

程がなく、9の修士課程と21の博士課程が設立されている。留学生奨学金に関し

ては、研究背景で述べた通り、提供側によって様々な制度が存在する。中央政府

レベルで、「中国政府国別奨学金」、「中国政府研究奨学金」と「中国政府海洋奨学

金」がある。地方政府レベルで、福建省政府が「福建省政府留学生奨学金」を設置

している。大学レベルで、「厦門大学留学生奨学金」が存在する。孔子学院の国

内における組織として、厦門大学では「孔子学院の南センター」が設立されたため、

写真 1. 厦門大学の正門
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図 1. 2015 年—2017 年厦門大学における各大陸の留学生数と割合
出典：大学から入手した資料より筆者作成 https://admissions.xmu.edu.cn

2015年
（3475人）

2016年
（3618人）

2017年
（3400人）
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「孔子学院奨学金」も設置されている。大学間交流として、海外の16の大学で孔

子学院を設立している。その中で、アフリカの大学と連携するプロジェクトが存

在している。現時点で、南アフリカのStellenbosch University とナイジェリアの

Nnamdi Azikiwe Universityの二つの大学が挙げられる。厦門大学における全体の

留学生数からみると、アフリカ人留学生は相対的に少ないが、人数と割合も三年

間で持続的に増加している（図1）。また、国別の留学生数を見ると、厦門大学では、

アフリカ人留学生の中でナイジェリア人とガーナ人が相対的に多いことが判断で

きる（表3）。留学生の奨学金受給の状況から見ると、国家政府レベル奨学金受給

者の中で、アフリカ人留学生の割合が高いが、福建省政府レベル奨学金と大学レ

ベル奨学金の場合、アフリカ人留学生の割合が相対的に低い（表4から表8まで）。

以上より、留学生数から見ると、厦門大学は中国の大学の中で上位に位置づけら

れる。また、キャンパスに孔子学院を設立し、トランスナショナル教育の面で活

躍しているとは言える。留学生にとって複数の研究科で中国語コースと英語コー

スを含めて多様な留学選択がある。様々な奨学金システムが存在して異なる奨学

金を受給している留学生が在籍している。先行研究では、厦門大学を調査地とし

た研究がある。具体的には、中国に留学する選択の意思決定の要因を中心に、厦

門大学の海外教育学院に在籍する留学生を対象とし、質問調査を実施しており、

留学生の家庭背景、教育背景、国家背景が要因であるという結論に辿り着いた（陳 

2007）。しかし、厦門大学ではアフリカ人留学生の人数と割合が持続的に増加し

ている以上、アフリカ人留学生に焦点を当て、更なる研究を行う必要があると考

えられる。

国家 人数
India 417

Thailand 294

USA 253

Indonesia 174

UK 169

Korea 163

Bangladesh 147

Malaysia 111

Nigeria 96

Ghana 84

表 3. 厦門大学 2017 年留学生数国別統計（top10）
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表 4. 2017 年と 2018 年両年度間政府奨学金アフリカ人留学生受給者

表 5. 2017 年と 2018 年両年度間政府海洋奨学金アフリカ人受留学生給者

表 6. 2017 年と 2018 年両年度間孔子学院奨学金アフリカ人留学生受給者

総受給者 116

アフリカ人受給者 46（39.7%）

国別 人数 課程
Ghana 27 博士 5 人、修士 22 人

Nigeria 10 博士 2 人、修士 8 人

Rwanda 3 修士 3 人

Kenya 2 修士 2 人

Somalia 1 修士 1 人

Liberia 1 修士 1 人

South Africa 1 修士 1 人

Morocco 1 修士 1 人

総受給者 23

アフリカ人受給者 10（43.5%）

国別 人数 課程
Nigeria 5 修士 5 人

Ghana 2 博士 2 人

Egypt 2 博士 2 人

Algeria 1 修士 1 人

総受給者 132

アフリカ人受給者 27（20.5%）

国別 人数 課程
Egypt 13 修士 13 人

Nigeria 7 修士 7 人

Sultan 3 修士 3 人

Ethiopia 2 修士 2 人

Cameroon 1 修士 1 人

Mozambique 1 修士 1 人
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表 7. 2017 年と 2018 年両年度間厦門大学奨学金アフリカ人留学生受給者

表 8. 2017 年と 2018 年両年度間福建省政府奨学金アフリカ人受給者

総受給者 50

アフリカ人受給者 3（6%）

国別 人数 課程
Ghana 1 博士 1 人

Kenya 1 博士 1 人

Morocco 1 博士 1 人

総受給者 33

アフリカ人受給者 1（3%）

国別 人数 課程
Morocco 1 学部 1 人

表 3 〜表 8 出典：大学から入手した資料より筆者作成  https://admissions.xmu.edu.cn

写真 2. キャンパスの様子
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4.2 調査方法
　本研究のフィールド調査では、2019年9月14日から9月17日まで、厦門大学（写

真2）の英語コースにおける3人のアフリカ人留学生（写真3）に対する半構造化イ

ンタビューを行った（表9）。使用言語は英語と中国語である。大阪大学人間科学

研究科研究倫理委員会によって倫理審査を受けており、許可の上で調査した。

表 9. インタビュー対象者の属性

出典：筆者作成

仮名 性別 国籍 年齢 専攻 奨学金 学籍 コース 留学期間

Tomas 男 Ghana 28 海洋法律 政府海洋
奨学金 博士課程 英語 5 年目

Hand 男 Ghana 33 経済 厦門大学
奨学金 博士課程 英語 4 年目

Linda 女 Rwanda 26 国際関係 政府
奨学金 修士課程 英語 1 年目

写真 3. インタビューの様子
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4.3 質問項目
個人情報：
●  出身国、年齢、留学専攻、奨学金受給状況、留学期間、履修コースなどを聞

き取る。

留学前（過去）：
● なぜ留学を考えたか。留学した経験があるか。

● なぜ中国を留学先として選んだのか。

●  留学する前に、中国語を勉強したことがあるか。どこで、どれぐらい勉強し

たか。

● 留学する前に、中国人の友達はいたか。

● 厦門大学を知ったきっかけは何か。

● どのようにして厦門大学を選定したか。

● どのようにして奨学金を申請したか。

● どのようにして留学の専攻を決めたか。

● 留学について、家族は賛成したか。

● 留学した後の計画を立てていたか。

留学中（現在）：
●  大学での授業はどうなっているか。それについて留学前に予想したことと違

うか。

●  授業以外に、キャンパスでどのような活動（部活、サークルやアルバイトなど）

に参加しているか。

●  キャンパスの外で、どのような社会活動（アルバイトやボランティア活動な

ど）に参加しているか。

● 他のアフリカ人留学生とどのように付き合っているか。

● 中国人学生とどのように付き合っているか。

● 他の地域から来た留学生とどのように付き合っているか。

● 留学してから、中国語はどれぐらい進歩できているか。それはなぜか。

●  生活の面で、特に困ったことがあるか。どう解決できたか。それについて、

大学からの支援は存在するか。

● 文化に適応することが難しいと思ったことがあるか。

●  普段の生活でどのようなストレスを抱えているか。それとどう向き合ってい
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るか。

留学後（将来）：
● 留学した後、進学／就職するか。それはなぜか。

● 大学の進路支援制度は存在するか。それを利用するか。

●  留学した後、帰国するか。中国に残るか。それとも、第三国に行くか。それ

はなぜか。

● 留学前に立てていた計画は変わったか。

● 留学を考える友達がいれば、中国に留学することを友達に勧めるか。

5.調査結果

5.1留学経緯
　インタビュー対象者の三人は英語コースを履修している。受給した奨学金に関

し、三人はそれぞれ政府奨学金、政府海洋奨学金と厦門大学留学生奨学金を受給

している。専攻として、三人はそれぞれ経済、海洋法律と国際関係の専攻に所属

している（表9）。インターネットやSNSの発展によって留学先の大学情報に簡単

にアクセスできるが、インタビュー対象者全員は知り合いから大学に関する情

報を得た。その中で、二人は留学経験者の友人から厦門大学を紹介してもらった。

もう一人は大学時代、外国語学部における中国語の先生から厦門大学を紹介して

もらった。選定プロセスとして、奨学金申請の専用サイトにアクセスし、個人情

報を入力して書類をアップロードして審査を申し込む。大学側がそれに応じて書

類審査を行い、最後に結果をサイトで公布する。申請手続きとして、事前に教授

と連絡する必要がない。また、入学するための筆記試験と面接も不要であるため、

便利な申請システムであると言える。要するに、国籍に限定されなく、中国国籍

以外の国籍を持つ学生は自由に奨学金を申請することができる。一方、便利な申

請システムが存在するため、奨学金をめぐって競争が激烈であることも判断でき

る。留学生の出身大学、在校成績、専攻や言語能力によって競争力が異なる。ま

た、申請するには、費用がかかり、最大三つの大学を希望先として選べることか

ら見れば、留学生にとって慎重な選択も必要であると考えられる。
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5.2 留学動機
　アメリカ、イギリスや日本などの先進国より、中国の奨学金は数が多くて相対

的に受給しやすい。全額奨学金を受給すれば、学費の免除だけではなく、毎月の

生活費や宿泊費も提供されているため、無償で教育を受けられる可能性が高い。

経済的なストレスがなく、勉強や研究に集中できることは中国を留学先として選

択した動機につながる。英語コースを応募した理由は、英語ネイティブスピーカー

の場合、非英語ネイティブスピーカーより、言語能力は相対的に高いため、書類

審査で競争力を高めて奨学金受給の可能性を高めることができる。

“We like free education. I once got a 95% scholarship from an university in 

UK, but the left 5% was still too expensive for me. Life is so sweet and easy 

here because what I should do is just studying. I don’t need care what I can eat 

today.” –Hand

　英語コースで履修すれば、入学した後、学業では言語問題がなく、卒業できる

可能性も中国語コースより高い。一方で、中国語コースによるのではなく、普段

の生活で中国語を習得するのは留学戦略の一つであると考えられる。また、家族

関係に関しては、三人とも最初から家族に留学選択を支持されている。留学中に

SNSを通じて定期的に家族とコミュニケーションをしている。つまり、家族の支

持も留学の動機につながると考えられる。

5.3 生活課題
　インタビュー対象者全員が中国に来る前に中国語を勉強した経験がないことか

ら見ると、英語コースを履修するアフリカ人留学生は中国語能力が不足している

ため、生活面で、特に英語が通じないキャンパスの外でいろいろな不便がある。

 

“We have never learned Chinese before. After coming here, we have to bring 

our passport everywhere and get checked even though we did not know how to 

pronounce passport in Chinese. When we talk with Chinese people, we can’t 

understand each other. But after 2 or 3 months, we begin to remember simple 

Chinese and things become OK.” –Tomas, Linda and Hand.
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　また、大半の教員と留学生は英語の非ネイティブスピーカーであるため、コミュ

ニケーションが難しい以上、教授言語は理解しにくく、学習環境の面で支障が存

在する。しかし、先行研究で言及されたように、一定の時間が立てば中国語が進

歩し、言語問題の改善によって文化適応度が高くなる（羅 2015）。また、学習環

境に関しては、中国における留学期間によって学習環境に対する態度が変化する。

留学期間が長くなると、学習環境への満足度が高くなる（Lwin 2017）。本調査の

対象者も、三ヶ月ぐらいを過ごして最初の段階を乗り越えてから、学習環境に慣

れてきてそれに対する満足度も高くなる。学習環境以外に、アフリカ人留学生と

中国人学生の間に、知識共有（knowledge sharing）と意見交換（idea sharing）が学

生間関係に与える影響を判明した研究がある（Jean 2017）。知識交換と意見交換

が機能しないと、良好な関係を作ることは難しい。本調査で、英語コースにおい

ては、留学生だけ参加する授業の場合が多く、中国人学生と共に授業を参加する

機会が少ないため、中国人学生と知識共有や意見交換の場が少なくなるリスクも

存在する。

　多くの中国人からみると、身近に黒色人種がいることにはまた慣れていないと

言及した研究がある（李・瀋 2018）。本調査で発見したのは、多くの人が慣れて

いないことだけではなく、黒色人種に対する偏見を持ち、特にキャンパスの外で、

社会的な受容度が低下している現状があるため、黒色人種が多数であるアフリカ

人留学生は差別を受けることがよくある。その結果、アフリカ人留学生の中国語

習得に対するモチベーションが低下し、心理的な不適応感が増加する課題は存在

する。

“On the bus, some people take photos of us without any request. Some kids 

call us black people, but call the white people Foreigners.” -Tomas and Linda

“Chinese students are my brother in the campus, but outside the campus, 

people are not so friendly. At �rst, I had a strong aspiration to learn Chinese, 

but later I realize if I learn Chinese more, I will understand more dirty words 

from other people, so I choose not to learn Chinese more and it makes feel 

better.” –Hand
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5.4 就職意識
　中国とアフリカの関係について、中国のアフリカに対する貿易、投資の急増と

中国企業のアフリカ進出に伴い、アフリカに中国語ブームが起こっていると言及

した研究がある（李・澤村 2018）。また、アフリカ人学生にとって、留学を通じ

た中国語の習得は未来の就職に大きく役に立ち、就職の可能性を拡大すると分

析した研究もある（段 2015）。本調査で、対象者の就職意識から見ると、中国語

の習得によって就職の可能性を拡大することは期待されている。英語コースにお

けるアフリカ人留学生は、授業で中国語を習得する機会がなく、代わりに普段の

生活で中国語を習得することが可能であるが、習得成果は完全に本人次第であり、

期待される効果が得られないリスクもあることが否定できない。また、対象者の

視点から見れば、奨学金の受給により、留学中の費用が全額まかなわれた無償教

育を通じて高学歴を取れば、教育達成によって起業など進路の可能性を拡大する

ことは期待されている。

“Before coming, I had maken a future plan which is doing my own bussiness 

in my country or other areas after graduating. And it has not changed after 

coming here.” –Tomas and Hand

　しかし、就職選択の一つとして、中国で就職することは難しい。滞在許可を留

学から就労に変更するのは非常に困難であり、多くの留学生が卒業してから中国

で滞在できなくなると言及した研究がある（李・瀋 2018）。本調査で判明したのは、

ビザ変更について、留学を直接に就労に変更するプロセスがなく、留学生は卒業

してから3週間以内に、中国からの出国を要求される。中国の会社から就労許可

をもらっても、一旦出国しなければならないように、煩雑なビザ申請のシステム

が存在する。その結果、本調査の対象者が中国での就職を優先的な選択とはして

いない。また、大学レベルで、留学生に対する学内支援が乏しい（Wen 2018）と

言及した研究がある。進路支援として、本調査を行った厦門大学では、就活情報

の提供、企業説明会など留学生のための就職支援制度はまだ存在していないこと

が判明した。留学生が中国で就職を考えた場合は、就職できるかどうかは完全に

本人の能力と努力次第である。黒色人種が多数であるアフリカ人留学生は、社会

的な差別問題を含め、中国で就職することはより難しいではないかと考えられる。 
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6.本調査の課題

　研究背景で、アフリカ人留学生の状況だけではなく、世界中の留学生全体の動

向をより詳しく検討する必要がある。フィールド調査として、インタビュー対

象者が少ないため、サンプル数の面で説得力が不足している。これからの調査で、

インタビュー対象者を増やす一方、質問調査票を配布する方法も考えられる。本

調査での英語コースにおけるアフリカ人留学生と比較するために、中国語コース

を履修している留学生に対して調査を行う必要がある。英語コースと中国語コー

スに在籍するアフリカ人学生の留学実態の共通点と相違点を明らかにすることで、

研究意義を拡大する可能性があると考えられる。また、厦門大学の留学生を事例

としているが、留学地域によって留学実態が異なる可能性があり、研究意義を拡

大するため、他の地域における留学生に対する調査も不可欠である。

注

1 2014年11月10日に北京市で開催されたアジア太平洋経済協力首脳会議で、習近平総書記
が提唱した経済圏構想である。中国西部から中央アジアを経由してヨーロッパにつながる

「シルクロード経済ベルト」（「一帯」の意味）と、中国沿岸部から東南アジア、スリランカ、

アラビア半島の沿岸部、アフリカ東岸を結ぶ「21世紀海上シルクロード」（「一路」の意味）
の二つの地域で、インフラストラクチャー整備、貿易促進、資金の往来を促進する計画で

ある。

2 孔子学院（こうしがくいん）とは、中国が海外の大学などの教育機関と提携し、中国語や中

国文化の教育及び宣伝、中国との友好関係醸成を目的に設立した中国政府の教育機関であ

る。
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　現代の日本は高齢社会といわれる。
日本における平均寿命は、科学技術や
医療技術の発達に伴い延び続け男女と
もに 80歳を超えている。それによって
私たちは、「いかに老いるのか（老いれ
ばよいか）」という課題に直面している。
「老い（エイジング）」をめぐる問題に
ついて研究する際、私たちはいくつか
の問いと向き合う必要に迫られる。す
なわちそれは、どのようにすれば「老い」
を捉えることが可能となるのか、ある
特定の人びとの「老い」に着目した研
究を通してどのようなことが明らかと
なり、どのような学術的貢献をもたら
すのだろうか、という問いである。
　本書は、ある沖縄の離島の高齢者を
中心とした調査協力者に対して、「聞
き書き」という質的な研究手法を用い
ながら、そこに住む人びとの経験的な
「老い」の様相を明らかにしようとした
意欲的な・実験的な書である。本書の
著者は文化人類学・宗教学・民俗学を
専門とする後藤晴子氏である。本書は、
学術・方法論的背景とリサーチクエス
チョンの提示、調査地の提示（序章か
ら第三章）、データの提示（第四章から
第八章）、データを基にした分析（第九
章）と、補論である終章という四つの

部分で構成されている。
　著者の学術的立場と目的・研究方法
は、「老い」の経験に着目するという点
において一貫している。著者はある沖
縄の離島の人びとの個人的な「老いる
経験」を、地域的社会的な文脈も含め
て分析する立場を明示し（第一章）、方
法として「話者と調査者の往還の行為
すべて」を研究対象とする民俗学的「聞
き書き」を用いることを提示する（第
二章）。この学術的・方法的立場のも
と描かれる調査地の概要（第三章）は、
ただ数的・統計的なデータを羅列する
だけに留まらず、調査での語りにより
再構築された重層的なものとなってい
る。
　著者のフィールドワークから得られ
たデータを記述しているのが、第四章
から第八章となる。著者は、調査地の
人びとの使うフォークタームから調査
地の集団組織の様相や関係を明らかに
し（第四章）、身体に関する語りから調
査地の人びとの民間医療・民間信仰な
どによる身体的「衰え」に対する対処
法を明らかにする（第五章）。続けてそ
の土地に住む人びとの個別具体的な人
生の物語を活き活きと描写し（第六章）、
「死」にまつわる語りに着目することで、
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その島における「死」をめぐる儀礼と
人びとの死生観を明らかにしようと試
みる（第七章）。さらに、老年期に入っ
ていない者たちの「老い」へのまなざ
しから、これから老いる経験のあり様
について明らかにしようとも試みる（第
八章）。
　これらのデータに基づいて、南の島
で老いる経験を「個と群れをたえず往
還しながら、過去・現在・未来を横断
しつつ、他者（および他者の経験）と
ともに紡がれる複層的な経験（225ペー
ジ）」とし、「運」（「不確実性」）と「縁」
（「情緒的なつながり」）という概念を取
り入れて考察を行ったのが第九章であ
る。終章では沖縄の離島と異なる北九
州の地域の「老いの経験」を分析する
ことによって、「文化的に共通する基盤
を備えた地域における特質」を実験的
に模索する（終章）。
　私は調査で明らかとなった「老いの
経験」が、どの程度個人の具体的なも
の／沖縄の地域的なもの／「普遍性」
を帯びたものとして語れるか、という
視点のもと本書の評価を行いたい。な
ぜならば著者が、この点について今後
の課題として言及しているからである。
同時に著者が本書を執筆する際、この
点について幾度となく思案したのでは

ないか、と読者である私が考えたから
である。
　本書の最も優れて評価できる点は、
「老い」の個別具体的な経験についての
「聞き書き」が非常に充実している点で
ある。調査のフィールドワークの様子
が「活き活き」と伝わるような記述を
多くみつけられる。その一つの例とし
て、第六章の第一節にある「死者の匂
い」の記述が挙げられる。著者はある日、
島外に住む Aさんから島内の墓参りの
随行を頼まれ、著者はなぜ誘われるの
かと訝しながら随行する。墓参りを終
えた後、知り合いの Bさんから「いま
が一番匂う時だからね」ということば
を聞き、Aさんの墓地に最近埋葬され
たばかりの人がいることを知る。その
言葉によって著者は、Aさんが一人で
墓地に行くことを躊躇い著者を墓参り
に誘ったのではないかと推測し、調査
地の人びとの死者に対しての感覚の鋭
敏さと死者に対する考えの相違につい
て分析するきっかけとなったのである。
この例のみならず、本書における多く
の個別具体的な「聞き書き」は、序章
から第二章で繰り返し示された著者の
学術的・方法論的な立場により可能と
なったといえるだろう。
　しかしながら個別具体的な事例から、
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その地域の社会的・文化的背景の分析・
考察については、より自覚的に行う必
要があったと考える。現に著者は、老
いるという現象の探求を主眼としたた
め、沖縄研究・南島研究としての位置
づけや検討をほとんどできなかったと
反省している。より具体的には、本書
の読者が調査地に住む〈南の島〉の人
びとの「老いる経験」をどのようなコ
ンテクストのなかで読むべきか読者が
各々想像・模索する必要に迫られてし
まう、という点に配慮すべきだったと
私は考える。その一例として第三章に
登場し繰り返し言及されている〈トシ
ヨリ〉というフォークタームがある。〈ト
シヨリ〉と同じ音のコトバは「年寄り」
として日本語にも存在する。著者が〈ト
シヨリ〉の意味内容について十分に説
明しないまま書き進めてしまうと、読
者は各々が想像する「オキナワ」の、
または各々が置かれたコンテクストで
彼らの老いる経験を理解してしまう恐
れがある。あるいは、〈トシヨリ〉の意
味を理解困難にしてしまうコンテクス
トの複雑さそのものにも、着目する意
義があったかもしれない。
　著者は最後にこの沖縄の老いる経験
の研究から、より広域的な「老いる思想」
を想定することが可能ではないか、と

示唆している。この指摘は非常に興味
深い。この「老いる思想」を体系化す
るためには、今後さらに様々な社会的・
文化的集団の「老い」に関する経験的
な研究の蓄積と比較検証が必要だろう。
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　日本で「移民」とは誰のことを指す
のだろうか。読者の周りには移民はい
るのだろうか。日本国政府は移民政策
を取っていない。つまり日本には「移民」
はいないのだろうか。最近では多くの
場面で違う国からやって来た人々を見
かける場面がある。コンビニエンスス
トアでは海外留学生の店員を見かける
こともあれば、自動車工場では外国人
労働者が昼夜問わず必死に働いている。
かれらは移民なのだろうか。読者の皆
さんはかれらを「移民」として認識し
ているのだろうか。そして、かれらが
どのような経緯を経て、どのような思
いで今日本にいるのかを知っているの
だろうか。かく言う筆者自身も幼少期
に 17,000km離れた地球の反対側から
やって来た移民である。本書では私た
ち移民の歴史や今抱えている問題が教
育をテーマに描かれている。
　本書の特徴として最初にあげられる
のは、移民の教育問題について網羅的
かつ体系的に取り扱っていることであ
る。今までに多くの学者によって移民
の教育についての書籍は出版されてき
たが、その多くがそれぞれの固有の問
題を専門的に取り扱っており、ある一
定の興味を持った読者であれば勉強に

なるものが多数ある。これから移民の
教育について勉強したい、知りたいと
言う読者にはその専門性が少しチャレ
ンジングな場合がある。しかし、本書
はそのような、これら勉強を始める者
にとってはうってつけである。丁寧か
つ分かりやすい説明がされており、さ
らに各章の終わりには議論すべき点が
提示されている。一方で初心者向けで
あり、すでに勉強しているものには不
向きかと言うとそうでもない。筆者自
身も当事者として移民の教育問題につ
いて研究をしている一人であるが、知
識や理解は自分の分野のみに偏ってい
ることを悩んでいたところに本書に出
会ったのである。筆者は「ニューカマー」
の研究を行っているが、今までに他の
移民たちが問題を抱えているというこ
とは知りつつも、かれらの歴史や問題、
さらにそれに対する政府の動きに関し
ては知識が十分ではなかった。本書で
はそのように自分の研究分野以外にも
網羅的に勉強できる点において、初心
者のみならず、すでに勉強をしている
者にとっても読む価値は高い。また各
章の終わりには方法論や、映画に関す
るコラムが添えられており、それらの
コラムがさらに豊かな視点で書かれて
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おり、必読である。
　本書の構成は 3部構成であり、パー
ト１では各移民集団として「オールド
カマー」「ニューカマー」「海外帰国生」
そして「留学生」に章分けをされている。
パート 2ではそれらの移民の若者を取
り囲む生活世界として「家族」「学校」「地
域」「労働市場」そして「トランスナショ
ナルな生活世界」について語られてい
る。そしてパート 3ではさらに教育に
フォーカスして、多様性の包摂に向け
た教育として「移民国家アメリカの多
文化教育」「多文化共生と日本の学校教
育（施策編）」「多文化共生と日本の学
校教育（学校実践編）」「外国人」そし
て「ノンフォーマルな教育と居場所」
について議論がされている。これらの
14章を挟む形で序章ではグローバル化
と日本について言及されており、終章
ではこれからの日本の移民の教育につ
いて語られている。本書が出版される
5ヶ月前に単純労働力不足を補うため
に「特定技能」という新たな在留資格
が設けられた。特定技能１号では家族
を連れてくることはできないが、特定
技能 2号ではその家族の帯同も可能と
なる。つまり今後の日本においてより
多くの外国人が暮らすことになり、よ
り多くの子どもが日本の学校へ通うこ

ととなる。このような社会の流れを受
けても、本書で描かれる移民の子ども
の教育は重要な議題である。
　移民問題を語る際に「オールドカ
マー」と「ニューカマー」が頻繁に対
比される。そのため移民の研究をする
際にはこの二者の持つ歴史的背景や移
民に際しての心情を理解することは移
民研究をする上では大変重要なことで
ある。オールドカマーの人々の民族教
育のための戦いは現在も続いているも
のであり、幾たび機会を奪われよう
とも、それに抗い、自分たちの民族ア
イデンティティを次世代に繋げようと
してきた歴史と努力はオールドカマー
を語る際に忘れてはいけない点であ
る。一方、オールドカマーと対比して
語られるニューカマーは、その来日経
緯や多様性により、教育現場に大きな
インパクトを与えた。その代表的な問
題がやはり「不就学」である。日本人
への教育のみを前提とされた日本の教
育に、日本人以外の子どもたちが入っ
て来たことはニューカマー児童たちが
初めてではない。しかし、オールドカ
マーとの大きな違いはニューカマーの
定住に対する意識であった。それは学
校が直面してこなかった現象であった。
日本の教育からの排除を民族教育とい
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う形で争ったオールドカマーに対して、
労働が第一目的であったニューカマー
たちにとって「学校へ行かない」選択
は今までにないものであった。しかし、
そこで問われるのは日本政府のあり方
である。入管法改正以来今年初めて文
科省は全国でどれほどの不就学の外国
人児童がいるか調査を行い、外国人児
童の義務教育年齢人口の 15%に当たる
2万人近い子どもたちが学校へ行かず
にいる実態が浮かび上がって来た。こ
の調査を受けて今後の政府の動きにも
注目すべきである。
　筆者にとって本書で印象的だったの
は 2章の「オールドカマー」及び 3章
の「ニューカマー」を読んだ後に 4章
の「海外帰国生」を読むことであった。
外国人として日本で多くの困難を目の
当たりにした筆者にとって、4章の「海
外帰国生は、次第に日本の経済発展と
国際化の犠牲者であり救済されるべき
対象であると認識されるようになりま
した。」という一文は、暗澹な思いにさ
せられるものであった。感情的に受け
入れることが難しいものであった。も
ちろん海外帰国生にも困難や苦しみが
あったことは容易に想像できるが、政
府が海外帰国生にのみ救済の手を差し
伸べて、オールドカマーやニューカ

マーに対してはそれとは全く逆の対応
をしてきた。「国籍」という両者の違い
は、仮に「移民」とカテゴライズされ
るなかにおいてもあまりに違う。憤り
に近い感情を持たずにはいられなくな
る。戦争に翻弄されて日本へやって来
たオールドカマーも、自国を離れて日
本で働きに来たニューカマーも、両者
とも日本に住むという人生の一大決心
をしたにも関わらず、日本国政府の上
記のような対応はかれらの日本という
国への信頼や愛着を削ぐものとなる。
　そもそも、バブル期労働不足に悩む
日本にとって外国人労働者は渡りに舟
であった。50年前にスイスにおいても
同様の労働力不足が起こり、多くのイ
タリア人移民を受け入れることになっ
た。その当時日本同様に多くの問題が
起こり、スイス人劇作家のマックス・
フリッシュは「我々は労働力を呼んだ
が、やってきたのは人間だった。」とそ
の当時の社会を表現した。日本の現状
を見ても、同じような状態にあるので
はないのだろうか。多くの外国人労働
者は国内へ流入してくる。最初は彼ら
が労働力不足を解決してくれる特効薬
のように思われた。労働力は賄われた
が、その副作用として教育をはじめと
した多くの問題も浮上してきた。しか
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し、異文化で生まれ育った人間である以
上、そのような問題は事前に予測はでき
た。しかし、日本国政府はあくまでも「労
働力」にのみフォーカスし、彼らの「人
間性」を見落としていた。
　本書は多様な移民が描かれている点に
おいて大変貴重な 1冊であるが、一方で
議論がされきれていない点もある。多く
の日本を生きる「移民」について描かれ
ているが、「アメラジアン」や「ハーフ」
もしくは「ダブル」と言われる子どもた
ちをどのような位置付けとして捉える
べきかが描かれてない。アメラジアンと
はアメリカ人とアジア人の両親を持つ子
どものことであり、日本の文脈において
沖縄で在日米軍兵と地元女性の子どもが
アメラジアンと呼ばれ、沖縄では教育問
題の一つの争点となっている。また同様
に語られることの少ない議題として、本
書において「欧米人」は扱われていない。
日本にも欧米諸国からやってきた人々は
ある一定の数在住しており、彼らの子ど
もの教育問題がテーマとしてあげられる
ことは少ない。しかし彼ら欧米人も移民
で、彼らの子どもの教育について考える
ことも大切である。紙幅があるなかで、
すべての移民を扱うことは難しいが、包
括的な書籍である以上、かれらの存在に
も目配りしてほしかった。

　本書を読むことによって「今」の移民
の子どもが抱える問題を知ることができ
るだけでなく、「これから」どのような
教育のあり方が必要とされているのかを
考える一つの足掛かりを得ることができ
る。初学者にとっては今ある議題を理解
し、自分が取り扱うべき問題を選定する
のに本書は適しており、さらに研究者に
とっても自分の専門分野をさらに今一度
見つめ直すきっかけにもなる。移民につ
いて考える全ての人に勧めたい一冊であ
る。
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　国際教育開発と言えば、評者は映画
「僕たちは世界を変えることができな
い。」のような大学生によるカンボジ
ア等での学校建設のボランティアを思
い浮かべる。そこには、無条件に「よ
きもの」としての教育がある。しかし、
それは本当に正当化できるのだろう
か？　本書は、こうした素朴かつ重大
な問いに挑んだ著者の思索の結晶であ
る。本書の目的は、国際教育開発は行っ
てよいのか・なぜよいか・どのように
行えばよいのかについて理論的に検討
することである。評者が本書の方法で
ある教育哲学や分野である国際教育開
発を専門としているわけではないにも
関わらず本書を取り上げるのは、教育
学全般あるいは共生学にも関わる論点
が大いに含まれていると思われるから
である。
　それでは、序章から順に本書の梗概
を見ていこう。まず、序章「遠離の他
者への教育とどう向き合うか」では、
国際教育開発論における理論的状況と
実務的状況が確認される。本書が編み
出された背景には、1990年台以降の
国際教育開発では推進の論調で理論と
実務が密着し、価値が一元化している
状況があり、理論がその役割を果たさ

なくなっていることがある。実務的に
は、先進国・国際機関がセクターとして、
途上国政府の政策過程の全段階におい
て発話する資格を獲得しているが、「で
きるようになる」と「してもよい」は
別の次元である。こうした背景のもと
で、現在の国際教育開発の内側に取り
入れられてしまった理論・思想を再検
討し、内側から組み直していくための
素地としての理論を作っていくことが
著者の狙いであると述べられる。
　1章「教育を語ることができるのは
誰か」では、〈われわれ〉（国際教育開
発における諸行為のうち、他者に向
かって意図的な働きかけを起動する者、
p.15）がなぜ国際教育開発を語ること
ができるのかということについて、ポ
ストコロニアリズムを参照しつつ説明
する。〈われわれ〉はその位置性に自覚
的である必要はあるが、だからと言っ
て沈黙しなければならない、あるいは
〈彼／彼女ら〉のみであるとは言わな
い。一方で、当事者であることもまた、
国際教育開発の正当化の根拠にはなり
えない。それはカテゴリーの仕方で当
事者／非当事者になりうることに加え、
教育が〈彼／彼女ら〉にそのニーズを
気づかせたり、作り出してしまったり
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するところにある。教育と学習の差異、
さらに教育の不確実性と不可逆性がこ
こで言及され、何もしないという判断
も含めた教育の責任が教育者側にある
ことが確認される。
　次に 2章「教育に他者を呼び出す苦
しみはあるか」では、国際的な教育に
おける国家主権の位置づけについて確
認がなされる。国家主権を制約する原
理としては、「人間の生」が挙げられる
が、それが妨げられるほどの大規模・
深刻な人権侵害として教育は含まれて
おらず、また教育は十全でないという
規準がない。ここに国際援助と国際教
育開発の決定的な差異があり、仮に国
家から責任を移管されても、策定・実
行ができるとは限らないのである。と
はいえ、今日の国際開発の主題が「貧困」
の撲滅や削減を目指す状況下では、国
際教育開発は義務化の様相を帯びてい
るという。では、〈われわれ〉は何に基
づいて国際教育開発を行えばよいのか。
これについて 3章でケイパビリティ・
アプローチ、4章と 5章で共生論の視
座からの検討が展開される。
　まず、3章「教育は他者を自由にす
るか」では、ケイパビリティ・アプロー
チの理論が国際教育開発の実務状況と
参照される。ケイパビリティ・アプロー

チは、対抗理論の位置にあったからこ
そ重要な論点を提出していたが、政策
制度に取り込まれていった現在では〈わ
れわれ〉側の行為を追認するだけになっ
てしまっていると指摘する。つまり、〈彼
／彼女ら〉のケイパビリティの開発を
このアプローチによって、〈われわれ〉
が教育によって統御できる位置にいる
ことを自覚することが肝要である。
　続いて 4章「他者と共に生きるとは
どういうことか」と 5章「共生は教育
に何をもたらすか」では、共生の思想
を検討し、国際教育開発を正当化する
根拠として採用しうるかについて論じ
ている。前者では、共生論を教育学・
社会学・哲学から整理をし、「自己と
他者の等価関係を生成しようとするこ
と」にその原意を見出す。共生は目的
的な行為であり、過程ではないことに
注意が促される。後者では、国際教育
開発においては、既に開発が予定調
和的なものになっていることから、そ
の文脈を操作する権力（環境管理型権
力）に対して、共生を過程とみなす理
論構成（過程的共生論）は、無防備で
ある。ここから、現在予定調和的になっ
ている国際教育開発は、自己と他者の
等価関係の生成という点で共生と合致
しえない。つまり、共生も国際教育開
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発を正当化する理論として不適切であ
ると結論づける。では、どうするべき
か。本書はここで、「〈われわれ〉は遠
離の他者である〈彼／彼女ら〉の前で
いったん立ち止まらなければならない」
（p.273）という一応の解を得る。しかし、
ここで終わらないところに本書の真価
がある。
　その 6章「教育は他者に出会える
か」では、立ち止まったあと、どうす
ればよいのかについて、著者の構想が
展開される。具体的には、ケアの倫理
による国際教育開発の正当化が試みら
れる。その背景には、これまでの検討
を通じて明らかになったようにケイパ
ビリティ・アプローチや共生が既存の
理論に対する論点を提出できなくなっ
ていった中で、ケアの倫理を新たな対
抗理論に置くことで、健全な議論を発
展させるという志がある。ケアの倫理
は、「ケアする－される」という非対称
な関係を前提としている点で、教育と
類似性を有している。さらに、著者は
ケアのニーズへの応答の仕方が一定の
歯止めを持ったものである点を高く評
価し、〈われわれ〉と〈彼／彼女ら〉が
〈わたし〉と〈あなた〉へ変転するとき、
ケアの倫理から国際教育開発が肯定さ
れうるとする。

　最後に、終章「教育は倫理的であり
うるか」では、これまでの議論の歩み
を振り返りつつ、教育に倫理が必要な
理由：他者とのあいだの、そして他者
への非対称な営みだから（p.323）が改
めて確認され、教育について問い続け
ることの重要性が強調される。
　長くなってしまったが、ひとつひと
つ禁欲的に論理を積み上げていくスタ
イルの著述が印象的な本書は、当該分
野の価値観の転換を迫り、後学者にとっ
て重要なものとなるに違いない。読み
終えて顔を上げてみれば、結論は「教
育を問い続けること」が重要、という
一見凡庸なものに思えてしまうかもし
れない。しかし、ではどのような結論
を期待して読んだのだろうか。魔法の
ような答えはなく、あるのは一歩ずつ
立ち止まる地道な営みであることを痛
感させられる。
　共生学に関する諸氏に特に読んでい
ただきたいのは、5章である。評者は、
未来共生イノベーター博士課程プログ
ラムの一履修生であるが、プログラム
の中で幾度となく繰り返されてきた「共
生とは何か？」の議論を振り返ってみ
れば、「共生とは過程である」というの
は陥りがちな誤謬である。共生を「心
象の水準で語ることは、そこにいかよ
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うにでも意味内容を注入することが可
能な事態を許す」（p.203）という指摘は、
常に心にとどめておくべきだろう。
　本書で著者は、理論研究者として言
えることと言えないことを弁えて、か
つ理論の有用性を見出し、ここまで進
んできた。あとがきにも「本書は自分
の納得のためにまとめた。」（p.325）と
あるように、過不足のない論理の積み
重ねによるものである。本書にもし付
け加えるとすれば、普遍的な問いだか
らこそ、他の世界的な論争の動向が気
になるところではある。
　著者は、ケアの倫理によって、〈われ
われ〉と〈彼／彼女ら〉が〈わたし〉と〈あ
なた〉という関係性へと変転するとき
国際教育開発の可能性が開かれるとい
う。さらにそのあと、実際の現場でこ
の理論はどのように作用し、〈わたし〉
と〈あなた〉はどう関わり何が生まれ
るのだろうか。著者のこれからの研究
に大きな期待が寄せられる。
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共生と共創

志水 宏吉

　共生と共創。この短いエッセイでは、この2つの言葉をめぐる私自

身の、現時点での思いを記しておきたい。

　なお本号には、このジャーナルの名称が『未来共生学』から『未来

共創』に代わった経緯についての、本研究科（大阪大学人間科学研究

科、以下「人科」）渥美公秀教授（本誌編集長）の文章が掲載されている。

また、栗本英世教授による「共創」というテーマに関する巻頭論文も

収められている。さらに投稿論文のなかには、共生と共創との関係

というテーマに関する、本学院生である桂さんによる野心的な論稿

もある。詳しくはそれらの文章を参照されたい。

　私が「共生」という言葉についてまともに考え始めたのは今から9

年ほど前のことである。当時の平沢安政研究科長からのサジェスチョ

ンで、文部科学省博士課程教育リーディングプログラム・多文化共生

分野への申請の旗振り役を務めることになった。その理由は、第一に、

私がいわゆる「ニューカマー」と呼ばれる外国にルーツを持つ子ども

たちの教育問題に取り組んでいたこと、第二に、身近にいたので単

に声をかけやすかったこと、の2点だと思われる。

　首尾よく審査にパスし、2013年度から本学の未来共生プログラム

が立ち上がることになった。本誌『未来共創』の前身は、上にもふれ

たように、そのリーディングプログラムの機関誌としての性格を持

エッセイ
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つ『未来共生学』である。ちなみに、「未来共生」という語の産みの親は、

当時の言語文化研究科長・木村茂雄先生である。打ち合わせの会合で、

ただの「共生学」ではいささかインパクトに欠けるなという話になっ

た際に、「未来共生なんてどう？」とおっしゃった。それで決まった。

　私たちが勤務している人科では、4年前（2016年度）にかなり大き

な組織改編を行った。その改革の二本柱が、共生学系および未来共

創センターの創設である。そのうちの一本目の柱（＝共生学系の創

設）については、私自身が一定の役割を果たしたと考えている。第

一に、七年間で事業期間終了となる未来共生プログラムの持続可能

性確保のために組織的裏づけをつくる必要があると考えたこと、第

二に、2007年の大阪外国語大学との統合をきっかけとして成立した

本研究科大学院の二専攻体制は二重構造的、ある意味差別的であり、

改めなければならないと感じたこと。上の二つの理由から私は共生

学系という新ユニット創設に動き、それを実現することができた。「未

来共生学」と「グローバル共生学」という現在の講座名は、私が言い

出しっぺである。

　もう一つの柱（＝未来共創センター）の創設については、私は何の

役割も果たしていない。当時の中道正之研究科長、栗本副研究科長

のイニシアチブで、センターの設立が企図・推進されていった。そ

の私が、二代目のセンター長を務めさせていただいたのは、運命の

巡り合わせだと言ってよい。任期（2018～ 19年度）もようやく終了、

ようやく肩の荷を下ろすことができたと感じている。

　いささか前置きが長くなってしまった。本題は、共生と共創の関

係である。

　「共に生きる」ことと「共に創る」こと。上記のような経緯で、人科

に「共生」と「共創」が生まれた。いわば双子のようなものである。名

前のよく似た双子。しかし、性格はずいぶん違うようでもある。両

者の関係をどのように位置づければ、しっくりと来るだろうか。顔

の似た「双子ちゃん」を見分けるポイントは、どこにあるのだろうか。
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いつの頃からか、そんなことを考えるようになった。もちろん、多

くの関係者が、同じ問いに思いをめぐらせているに違いない。

　私が気づいたのは、「生きる」は自動詞であり、「創る」は他動詞で

あるということだ。

　まず共生について言うなら、未来共生プログラムを推進してきた

私たちは、理想とする共生のあり方を、「Ａ＋Ｂ→Ａ’＋Ｂ’＋α」と

いう図式で捉えようとしてきた。この時、Ａは社会のマジョリティ

であり、Ｂはさまざまに想定されるマイノリティ（複数）である。望

ましい共生のあり方とは、両者の出会い・相互作用によって、「Ａも

変わる。Ｂも変わる。そして新たな価値なり制度なりが生まれる」と

いうものである（この図式は、先に登場した平沢先生の発案による）。

言い換えるなら、共生とは、それぞれの生を送る個人なり集団なり

がかかわり合い、新たなる社会をつくっていくことである。差別・抑

圧が支配する関係、相互に切り離された生を送る関係、時に傷つき、

傷つけることもある関係、相互依存によって何とか生き延びようと

する関係……。いろいろな関係がありえるが、私たちは、「お互いが

お互いに敬意を払い、それぞれの違いを超えて共に生きていくこと」

を本当の意味での「共生」だと考えている。その意味において、共生は、

理念であり、理想像である。

　一方の共創であるが、「共に創る」と言ったときに、即座に浮かん

でくるのが「何を創るのか？」という問いである。共創という日本語

は、どうやら産業界で使われ始めた言葉のようであるが、その際に「創

る」ことが想定されているのは、端的に言って新製品や新しいサービ

スである。また、ビジネスの世界では「新たな価値を創造する」といっ

た言い方がなされることも多い。他方、大学においても共創という

語は、近年のはやり言葉の一つとなっている。大阪大学では、それ

ぞれの学問領域で深められていく知を「専門知」、領域を超えて産み

出される知を「統合知」、そしてそれら大学の知と社会のさまざまな

場所に形成されている現場の知・実践の知の相互作用から生じる知を

「共創知」と名づけ、その3つのタイプの知の創出を大学の使命だと
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位置づけている。

　また、私がセンター長を務めたのは、附属未来共創センターである。

この場合、共創するのは「未来」ということになる。

　結論を急ごう。

　いろいろ思いをめぐらせているうちに、次のことにハタと気づい

た。「そうか、私たちが共創しようとしているのは、理想の共生社会

だと考えればうまく辻褄が合うのでは！」と。大学人が社会のさまざ

まな人々と共に創り上げていくべきは、本当の意味での共生社会な

のではないか。その時、「共生」は創るべきもの（what）であり、「共創」

はそのやり方やプロセス（how）を指す。つまり、共生と共創の関係は、

whatとhowの関係なのである。納得していただけるであろうか。
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写真を洗う指

宮前 良平

　その指はいつも少し冷たい。それは、写真を洗うために水につけ

ているからかもしれないし、手先に集中力を必要とする作業を繰り

返してきたからかもしれない。ゴム手袋を外して、人さし指の腹を

見ると、かすかに黒いインクに染まっている。洗えば落ちてしまう

くらいの薄いインクの染み。その染みは、家族写真を洗ったときに

付いたようだ。

　水害で水損した写真を洗浄し、持ち主に返すという取り組みは、

東日本大震災の時に生まれ、2018年の西日本豪雨で再び脚光を浴び

はじめている。筆者も月に2回ほど、大阪市内の写真洗浄会にボラン

ティアとして通っている。そこでは、岡山県倉敷市真備町で集めら

れた写真を中心に洗浄がなされている。

＊＊＊

　20人くらいのボランティアにまじって、作業台に腰掛ける。目

の前には、水損したアルバムから抜き出された写真群とそれを洗う

ための水桶がある。作業を始めるため、マスクを耳にかけ、ゴム手

袋をつける。今日の担当は、四方からインクがにじみ、水につけた

だけでインクが浮かび上がり、溶けだしてしまうような写真である。

それでも、中心部だけは、何が写っているのか視認することができ
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る。アルバムのどの写真を見ても同じ子がいる。ひな壇と一緒に撮っ

た写真、クリスマスツリーの隣に座っている写真、雷門で撮った家

族写真。

　写真の洗浄は、にじんでしまった端の部分をふき取り、写像が残

る真ん中はしっかりと残すことが求められる。慎重に水につけなが

ら、ウェットティッシュをつかってゆっくりとこする。少しでも油

断すると、かろうじて残っていた写像まで消えてしまう。あっとい

うまに、あっけなく。かれらのおぼろげながら残っている顔は、わ

たしの指先によっていともたやすく失われてしまう。消えてしまっ

たものは、もう二度と戻ってこない。

＊＊＊

　アルバムから抜き出された写真は、時系列に並んでいる。そのため、

写真の洗浄をしていると、必然的に、その家族の歴史を追いかける

形になる。ひな壇と一緒に写っていたお嬢さんは、小学校の入学式

を迎え、中学高校と進んでいく。そして、きれいな振袖を着た写真や、

結婚式の写真がやってくる。つぎはどんな写真と出会うだろうと想

像してみたくなる。元気な赤ちゃんが産まれた写真もあるのかもし

れないという気分になってくる。

　そこまで想像を巡らせたときに、唯一たしかなこと、しかも、そ

れは写真には写っていないこと―彼女は「被災した」のだということ

―のあまりの重大さに圧倒される。いままで、まるで親せきのよう

にさえ感じていた見ず知らずの家族の、「被災」というあまりに自明

な事実に打ちひしがれる。

　ふつう、災害伝承というとき、「被災者」というすでに作られた

イメージを相対化していくことが求められる。わたしたち日本人は、

すでに「被災者」がどういう人なのかを、意外なほど知りすぎている

し、被災者と言えばイメージできる共通事項をあまりに多く持ちす

ぎている。たとえば、避難所の様子は、被災したことがなくてもな
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んとなくわかるし、仮設住宅だって、全く何も知らないことは不可

能だろう。しかしながら重要なのは、そうやってイメージされた一

般的な「被災者」の物語は、固有名を持った人間の物語ではないとい

うことである。一人ひとりの物語には、一人ひとりの細かな差異が

ある。災害伝承では、この一人ひとりの固有性を取り戻していくこ

との重要性が言われる。

　しかし、被災写真の洗浄に携わった人は、これとは全く反対のプ

ロセスをたどる。洗浄される写真に写っている写真は、その家族そ

の家族に固有の物語が写しだされている。わたしたちは、時には共

感したり、時にはいろいろなところに旅行に行っていることを羨ま

しく思ったりしながら写真と向き合っていく。そうやって作業に没

頭していると、ふいに、この人たちが、いまや「被災者」と呼ばれて

いるという、端的な事実に圧倒される。まるで、固有な人生を歩ん

できた人たちが、急に、顔を失くして、「被災者」になってしまった

かのようである。だから、わたしたちは、少なくとも、そこに写っ

ている一人ひとりの固有の物語だけは失くなってしまわないように、

指先に神経を集めるのである。

　写真を洗浄するとは、ただたんに写真を洗うということではない。

そうではなく、人の人生に触れること、そして、そのような人生が

たくさんあったのだ―たとえ、世間では「被災者」としてカテゴリー

化されてしまっているとしても―ということに、かろうじて触れる

営みなのである。

＊＊＊

　担当した写真の洗浄が4時間かけてようやく終わる。枚数で言えば、

200枚ほど。洗うべき写真の0.1％にも満たない。

　ゴム手袋を外し、石鹼で手を洗い、少し冷たくなった自分の指先

を見る。今日はたくさん洗ったからか、インクの染みがまだ少し

残っている。そして、その染みの向こう側には、指紋の陰影が見える。
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写真を洗う指先にも、人生が刻印されているようであった。
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往還しなかった人

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；rennan428@gmail.com

　そこはロンドリーナという町の日伯文化協会の一室であった。図

書室と呼ばれていたその部屋は四方に本棚のある10畳あまりの部屋

であり、私と先生が座っていた。その日初めて会った私たちは2時間

あまり話をした。私にとって特に重要な話ではなかった。それは今

についての話、好きなことについて、人生についての話だった。そ

の出会いが私の人生を変えた。今から12年前の話である。

　私は「外国人」である。きっと私自身を表すのに一番適した言葉で

ある。私はブラジルで生まれた。8歳までブラジルの小さな町で暮ら

した。裕福ではなかったが、食べることには困ることは一度もなかっ

た。親はいなかったが、寂しい思いをすることはなかった。小さい

頃から「日本人」と呼ばれていたが、日本には行ったことがなかった。

それでも私は日本人であった。8歳の時に初めて祖母に連れられて日

本を訪問した。私はずっと旅行だと思っていたが、気づいたら日本

にすでに10年も暮らしていた。日本では多くの友達を作ったが、同

時に多くの辛い思い出も築いてきた。私は常に「外国人」だった。高

校卒業後、私は大学に進学できなかった。それは私の中で大きな挫

折だった。挫折を抱えて母国へ帰ることになった。母国で気持ちを

一新して一から頑張ろうとしたが、私は再び挫折した。そして、母

国でも私は「外国人」だった。行き場のない私がたどり着いたのがあ

の小さな図書室であった。私が18歳の時の話である。

エッセイ
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　今の自分をあの時の自分は到底想像することはできなかったのだ

ろう。まさか自分があの小さな部屋で話をした先生と同じ大学で勉

強をし、同じ研究分野で研究することになるとは、到底想像するこ

とができなかったのだろう。振り返ると人生には様々なターニング

ポイントがあり、その当時の自分には些細な日常のイレギュラーが

その後の人生の大きな分岐点であると知る。私にとっては12年前

の18歳の時のあの小さな部屋である。重要でない話が、重要になり、

なんでもなかった2時間が全てを変えた。

　なんでもなかったことが文字になり、紙に記された。それは不思

議な感覚であった。自分ではないように感じた。私ではなかった。

でもそれは確実に私であった。私の知らない悲惨な私であった。不

思議な感覚であった。何故なら自分を悲惨と思ったことは一度もな

かったからである。しかし、そこには周りの者から見られる私の姿

が描かれていた。そして、不思議なタイトルが付けられていた。「往

還する人々」と。私は「往還」したことがなかった。私の思う「往還」

はA地点があり、B地点があり、その間を行ったり来たりすることで

ある。しかし、私が旅立ったブラジルも、来日した日本も、帰国し

たブラジルも、再来日した日本も、私にとって全て違う場所であった。

物理的に同じ場所であっても、私にとっては全く別の場所であった。

旅立った母国は、帰国した時には母国で無くなっていた。来日した

日本は、再来日には希望に満ちていなかった。私は「往還」していない。

私は常に流れに「流されていた」。私は溺れるかどうかの瀬戸際を常

にもがきながら、常に岸を求めて、必死にもがいていた。今私がそ

の岸についたのかどうかはっきりするのは、もしかしたら12年先か

も知れない。

　あの小さな図書室にいた少年は今もここにいる。しかし、あの時

のような不安や諦めや失望はない。何故ならそれはすでにずっと昔

に流れて無くしたのである。今までの私のように。私は「往還」しない。

何故なら戻る地点がないからである。戻る必要もないからである。「外

国人」の私にとって母国もないからである。しかし、それは悲しいこ
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とではない。悲観することではない。悲しむことではない。何故な

ら私は常に新しい地点へ泳いでいるからである。流れがわかればも

がく必要もなくなる。不安も恐怖もなくなる。溺れないことを覚え

たから。

　12年過ぎて、私はここにいる。誰も想像できなかった場所で、12

年前のことを思い出しながら書いている。あの小さな部屋にいた時

の自分を思い出しながらここにある。これから12年後、私が誰かの

人生に影響を与えられるように私はここにいる。
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往還する青年のその後

山本 晃輔

　2009年3月14日。ブラジルに渡った日本移民に関する調査研究に

従事していた私は、パラナ州ロンドリーナ市にやってきた。

　1908年にはじまるブラジル日本移民の先鞭は、サンパウロ州にお

ける「出稼ぎ」農耕労働者としてつけられた。その後、自営農者とし

て独立した移民は、隣接するパラナ州へと自らの土地を求めコーヒ

栽培に従事した。労働者から自営農への進展は、移民の定着を促した。

しかし度重なる冷害に苦しむことになる。それでも血のにじむよう

な努力を重ね、多角的な農業を営み今日に至る。

　日本移民の努力は、ロンドリーナ日本語モデル校にもみることが

できる。JICAの支援を受けて1991年に開校し、パラナ州における日

本語教育の拠点となっている。教室だけでなく、集会に使われるホー

ルや調理場がある。校内には子どもたちが取り組んだ習字や折り紙

が飾られ賑やかだ。小さな小学校をイメージすれば、大きさがわか

るだろうか。小さいとはいえ、建物を維持するために多くの浄財が

持ち込まれている。

　ところで、日本語モデル校のような活気は、ブラジルにおいて例

外的である。日系ブラジル人の間で、日本語の継承は大きな悩みの

種となっている。過去、日本語は家族のコミュニケーションに不可

欠だったが、いまでは日本語を覚えたとしても使う場所がないため、

習い事の延長線上に位置づいている。それなら英語を学ばせたほう

エッセイ

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター；yamamoto-k@hus.osaka-u.ac.jp
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が良いというのが日系ブラジル人の教育方針だからである。

　かれこれ50年以上、ブラジルでは日本移民とはなにか、日系人と

はなにかが問われてきた。血の歴史なのか。言葉や文化の継承なのか。

ところが、時代の趨勢は決したとも言われる。日本語の書籍を扱う

書店は見かけなくなった。集会やイベントはポルトガル語で行われ

る。邦字新聞も1紙が残るのみだ。日本移民は4世代目にして、ブラ

ジル人として生きることになった、ということだろうか。日本移民

の歴史が、これまでにはないかたちへと変貌し、なにかしらの断絶

の危機に瀕している。

　それでもなお、各地の日本語学校では、日本語と日本文化の継承

を続けている。確かなことは、100年以上前に日本人がブラジルに「出

稼ぎ」として渡ったこと。その後、ブラジルから日本へと日系人が「デ

カセギ」として渡ったこと。そうした日系人が、日本において「ブラ

ジル人」扱いされようとも、とにもかくにも「日本語」を軸に自らを

表明し続けようとしていることであり、そこになんらかの意味を見

出していることである。

　一方で、日本において日系ブラジル人は「外国人」「ブラジル人」と

して認識されがちである。他方で、ブラジルにおける日系ブラジル

人は、日本文化の継承者であり、「外国人」「日本人」と認識されるこ

ともある。そうした移動と認識、あるいは民族的アイデンティティ

や「日本語」の位置づけは、100年の移動のなかで交錯している。

　さて、日本語学校は日本人・日本語話者の訪問を快く歓迎してくれ

るのだが、2009年の日本語学校は様子が違った。そこには日本語話

者が急増していた。2008年におきた世界的な経済不況により、突如

として日本からブラジルへと帰国した子どもが、日本語という繫が

りを日本語学校に求めたためである。しかし、日本語学校は、待ち

に待った日本語話者の「日系ブラジル人」を戸惑いながら受け入れる

ことになった。その多くが、ポルトガル語を話すことができない子

どもたちだった。

　日本からブラジルへと帰国せざるを得ない人々がいることは、ブ
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ラジルでも報道されていた。「日本の生活に慣れた子どもは、ブラジ

ルでの生活に苦労している」。そうした報道に、日系人だけでなく多

くのブラジル人も心を痛めていた。

　私はブラジル各地の日本語学校に出向いて、帰国した子どものイ

ンタビューを行っていた。そして、ロンドリーナ州立大学エステラ

先生の案内で、モデル校にやってきた。高速バスの発着所脇にある

レストランで、エステラ先生は帰国した日系人の子どもたちの苦境

について語った。それはびっくりするくらいの熱意だった。私はそ

の勢いにほだされて、日系人の青年に会うことになったのである。

「日本から戻ってきたのだけど、こちらの生活に馴染めなかったんで

すね。いまでも夜中に起きるような生活、引きこもりっていうのか

しら、そういった生活をしているの。精神的にまいってると思うん

です」

　確かに、私が出会った青年や子どもたちはブラジルでの苦労を語っ

た。「コンビニがない」「ブラジルの学校はルールがない」「いつか日本

に帰りたい」

　それはロンドリーナの青年も同様だった。2人きりのインタビュー

は、モデル校の図書室で行われた。年季の入った椅子に腰掛け、埃っ

ぽい机を拭き、インタビューがはじまった。

「夜中に起きているのは日本と生活時間を合わせてるんですよ。その

ほうが日本の友人にも連絡しやすいし。ネットも速いんですよ」「こっ

ちに戻ってきて、大学に行けるかもと思ったけれど、試験問題が難

しすぎてだめだったんですよね」

　青年は日系人と自身のギャップについても語った。ブラジルで

生まれ、幼少の頃に日本へ渡った。だから日本の生活しか知らない。

同じ日系人であっても、ブラジルで生まれ育った日系人と、日本で

生活した日系人は違う。日系人・日本語話者ということで日本語モデ

ル校に呼ばれることもあるが、ブラジル在住の日系人に混じって習

字、太鼓はとてもできない。それはあくまで継承のための日本文化

であって、いまの日本を生きる青年にとって得体のしれない日本文
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化にすぎない。

　青年は自身を日本人とはいわず、ブラジル人と語った。けれども、

ブラジル社会に馴染めず、日系人とは折り合いをつけられない。ブ

ラジルは自分が生活する場所ではない。家族の都合に振り回される

青年の境遇に耳を傾けながら、私は暗澹たる気持ちになっていた。

子どもは親も住むところも選べない。教育だって選べない。青年の

「どーしてこうなったんすかねえ」というつぶやきは、どこか痛々しい。

　その気持は、ひとり親家庭で育った私にも少しはわかる。生活の

場所が突如として変貌し、そこは積極的な意味を有さない「なにかが

失われた場所」になる。そして、自分にはどうにもできず、鈍い痛み

を伴いながら、状況を引き受けるしかない。

　いま、改めて青年のインタビューの録音を聞き直すと、私は努め

て明るい声をだしている。青年の声は、時折震えているように聞こ

える。これまでの生活の話。ブラジルでの話。そして将来の話をした。

インタビューは明るい調子で終わっていた。「すぐに日本に行くんで。

また会いましょう」「なにかできることがあったら、言ってください

ね」と掛け合いをしていた。

　「図書室」で話したことは、なにか象徴的な出来事のように思えた。

日本移民と日本語の痕跡が残る場所は、あまり使用者がいないよう

だ。使われない図書室をみるに、日系ブラジル人はブラジル人になっ

たのだろうか。確かに、青年は自らをブラジル人と表明する。しか

し日本語でその窮状を語る。ブラジル人という青年との会話は、時

代の節目にある日本移民の今日的な姿であるように感じられた。

　私は日本に帰国し彼のことを文章にまとめた。ただし、エステラ

先生がいうように精神的にまいっている、というようには書かなかっ

た。青年は戸惑っていたし、苦しんでもいた。「寝てるときが一番安

心できるんですよ」「起きても行くところがないんですよ」と語ってい

た。そうした青年の姿を伝えるためにわかりやすい言葉は使えない、

と考えたからだ。
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　インタビュー後、青年は宣言通り日本へと戻った。

　そして、青年とは年に1回程度会うようになった。日本の大学に進

学したとき。就職が決まったとき。進路に迷ったとき。留学したとき。

挫折を語ることもあったが、同時に夢も語る。「海外でめっちゃ金稼

ぐんすよ」「ここの職場、ブラックすぎっすよ」といった他愛のない会

話をした。青年はブラジルでの生活を感じさせない、日本人の青年

のようにみえた。

　あるとき、「山本さんが書いた文章を読んだっすよ。俺ってこんな

かわいそうでした？」といわれドキッとした。手応え深く書いたつも

りなのに、と。

　そうみえたけどなぁ、と言葉を濁したが、納得していない様子だっ

た。そのとき私は「かれのなかでブラジルは生きていたのか」と感じ

た。私は青年の境遇は描いたかもしれないが、移動の意味までは捉

えてなかったのかもしれない。あるいは、青年の言葉を奪ったのか

もしれない。なるほど、私たちはあの図書室での会話にまだ「ケリ」

をつけられていないことを知った。

　そして青年は思わぬかたちで「ケリ」をつけにきた。いま、私と青

年は、机を並べながらともに研究をしている。

　英語もポルトガル語も日本語も扱う青年が、日本語で文章を書く

とき、私の歴史的な想像力が喚起される。青年は日本人なのだろう

か、ブラジル人なのだろうか、それとも日系ブラジル人なのだろうか。

そうした問いも意味をなさない生き方を選ぶのだろうか。かれは歴

史を継承しているのか。それともそこから切断された新しい生き方

をしているのか。

　ある日、青年が「エッセイを書きました、一度読んでください」と

文章をもってきた。そこには自らの移動経験を問う文章が書かれて

いた。ブラジルから日本へ。日本からブラジルへ。そしてブラジル

から日本へ。繰り返された移動を問い直す仕事は、かれにしかでき

ないのかもしれない。

　ならば、青年にしかできない仕事があるのならばみてみたいとも
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思うのだ。そして、その仕事を通じて、私たちはあの図書室での会

話に「ケリ」をつけることになるのだろう。
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　ジャーナル『未来共創』は、今号から新たな名称で、これまで6号にわたって刊行

されてきたジャーナル『未来共生』を引き継ぎました。大阪大学大学院人間科学研究

科附属の未来共創センターに編集事務局を構えて、初め

ての刊行となります。私自身、原稿募集をはじめた当初は、

原稿が集まるのだろうかという不安な気持ちもありまし

たが、結果として、本号では査読論文3本、特集論文8本、

報告3本、書評3本、エッセイ4本が掲載されることとなりました。執筆していた

だいた皆さま、そして査読していただいた先生方に、心より御礼申し上げます。

　ジャーナルの名称に掲げた「共創」については、特集１「共創・共創知とはなにか」

で、栗本英世先生と2名の大学院生により、大阪大学の「共創」の取り組みの歴史から、

共創の思想や事例、そして人間科学が目指すべき「共創」が考察されています。また、

特集２では、今年度からセンターで立ち上げた研究会をもとに「インクルージョン

と共生」をテーマとしましたが、防災、まちづくり、障害者、高齢者、外国人教育

などについて、多分野の教員と学生からの原稿が揃いました。また、「インクルージョ

ン」という共通のテーマで、それぞれの分野での課題における共通点や相違点につ

いて、筆者らで語り合った「座談会」も掲載されています。長い期間をかけて特集に

関わってくださった皆さま、本当にありがとうございました。

　今号からオンラインでの刊行となったことも新たな特徴です。2020年は、新型コ

ロナウイルスの感染拡大によって、社会全体が大きく変化する兆しのなかでスター

トしました。オンラインでつながるということの利点と限界を、多くの人が考える

機会となっています。共創とはなにか、共創知とはなにかという議論の深化には、

多様な分野の参画が不可欠だと思います。本ジャーナルが、多くのみなさまに読ん

でいただき、議論のきっかけとなることを願っています。

　最後に、編集にあたり豊富なご経験で支えてくださった脇阪紀行先生と、丁寧な

校正をしていただいたレカポラ編集舎の小野寺佑紀さんに御礼申し上げます。

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

木村友美

発行　2020年3月31日
大阪大学人間科学研究科附属未来共創センター　
　〒565-0871  大阪府吹田市山田丘1-2

編集協力
レカポラ編集舎　小野寺佑紀
デザイン　有限会社ブックポケット

編集後記
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