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2 － 7 ．第 1回研究セミナー（第11回AR班研究会）

（a）．ポスター

関西大学 経済・政治研究所 

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班 

Ｈ27年度　第 1回研究セミナー
 

 

日 時 平成 27 年 7月 28日（火） 

14：30～17：00 
 

場 所 児島惟謙館２階 第２会議室 

 
テーマ ｢アクション・リサーチを通しての 

研究者と大学の役割」 

14：30－15：35 研究会主旨と参加者紹介 

14：35－15：20 田口太郎先生のご報告 

（徳島大学 総合科学部准教授） 

15：20－16：05 武田 丈先生のご報告 

（関西学院大学人間福祉学部教授） 

16：05－16：15 休憩 

16：15－17：00 意見交換・まとめ 

                                       

問合せ先：関西大学 研究所事務グループ 
〒564-8680 吹田市山手町 3-3-35 

    TEL 06-6368-1179 ／ FAX 06-6339-7721 

 Ｅ-mail keiseiken@ml.kandai.jp 
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（b）．報告資料

田口 太郎／徳島大学総合科学部 
taguchi@tokushima-u.ac.jp 

http://www.taguchi-studio.net 
taro_taguchi

関西大学経済・政治研究所 
市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班　第1回研究セミナー

アクション・リサーチを通しての 
研究者と大学の役割

1 徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
現場に通う動機
現場主義 

学生時代、非常にネガティブな地域住民へのヒアリング調査
のトラウマ 
• 山梨県早川町「2000人のホームページ」プロジェクト 
学生時代、後ろ向きな行政職員に出会ったショック 
• 東京100km圏のベッドダウンの温室状態 
地域のカッコ良い生き様へのあこがれ 
• オーラル・ヒストリー調査 
現場での実践家たちとの出合い 
• 一人、マンション業者と戦う高齢女性との出合い（修論） 
• 東京都新宿区荒木町「池の中」における開発業者との折衝プロセス研究

結局、教科書を読んで勉強しても 
地域は変えられない／役立たない

2

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
2000人のホームページ
山梨県早川町 

人口2000の町民を全員HPを紹介する 
現在は人口1200人を切る。HP掲載は1000人以上

3

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
まちづくりオーラル・ヒストリー
地域の「人生史」を収集し、地域の文脈を編纂 

1.人生史の収集＞2.収集した人生史の編集＞3.地域史を編纂　　　　
＞4.編纂した地域史を活用し、まちづくりへ活かす 

これまでの取り組み 
2000年　新潟県高柳町／OHという手法を開発・実施 
2002年　神奈川県小田原市／OHをまちづくり活動として 
2003年　徳島県由岐町（現美波町）／教育プログラム化 
2006年　東京都下北沢／アートプロジェクト 
2010年　新潟県長岡市濁沢地区／地域学習教材開発 
2012年　徳島県三好市西山地区馬場地区／生活文化アーカイブ 
2014年　徳島県三好市辻地区／アーカイブ＆健康体操

5

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
現場に通う動機
「地域」を主語に 

調査地被害 
現場で偉そうにする研究者、専門家、マスコミ 
• 地域の状況を知らずに手法を適用しようとする専門家 
• 地域の話を効かずに手法を提案する研究者 
中越沖地震復興支援 
• 被災直後の取材ラッシュ 
• 専門家の“一時的”殺到 
• 現場で活動する自分への批判 
• 自らへの反省 

何のための「計画」か？ 
何のための「学問」か？ 
結局「地域に貢献」しなくては意味が無い

4

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
まちづくりオーラル・ヒストリー
これまでの取り組み 

2000年　新潟県高柳町 
• 地域づくり10年の取り組みを、市民の暮らしから評価することを目的と
して実施 

• 地域づくりの中心メンバー、若手、女性を中心に 
2002年　神奈川県小田原市 
• 地域の「なりわい文化」の担い手である職人の暮らしに注目し、OHを
収集。まちづくり活動としてOHを活用するために「懐古新聞」の作成、
「まち語り」の実施。その後、市民有志で同様の手法が引き継がれる 

2003,4年　徳島県由岐町木岐地区（現、美波町） 
• 集落レベルでOHを実施し、それを素材に地元小学校にて総合的学習プ
ログラムを開発。小学生による追加調査を実施。

6
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徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
まちづくり調査

地域づくり10年を振り返る～ 

まちづくりオーラル・ヒストリー 
• ６２名実施 
• ふるさと開発協議会メンバー 
• 商工業者 
• 女性 

• 構想が一般住民の暮らしにどれくらい
影響があったのか？ 

• 暮らし向きの変化から探る

7
徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
資源発掘

小田原市政策総合研究所 

地域の「なりわい」の担い手を中心に
人生史調査 

取りまとめた内容を、いかに“活用”する
か？ 
• まちづくり活動として「まち語り」 
• メディアとして「懐古新聞」

8

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
まちづくりオーラル・ヒストリー
これまでの取り組み 

2006年　東京都下北沢 
• 再開発反対運動の一環として行われたアートイベン
ト。OHを通じて地域の有り様を示す。反対運動に
対するアンチテーゼ。インスタレーション化 

• 教員、学生、地域住民による混成チーム。 
2010年　新潟県長岡市濁沢地区 
• 大学でのフィールドワーク教育として実施。 
• オープンスクールであったため、学校に通う児童の
地域学習教材「にごりさわカルタ」としてOHの内
容をカルタ化し、遊びながら地域学習が出来るよう
に 

2012年　徳島県三好市西山地区・馬場地区 
2014年　徳島県三好市辻地区

9

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
徳島県三好市辻地区

煙草産業で栄えた地域 

専売公社化後、右肩下がりで地域が衰退
し続けている 
街並みなどを補足的に説明できる資料と
してのオーラル・ヒストリー 
活用アイデアとして「つじ体操」 
• 辻地区を体を使って表現する 
• 高齢化した地区の健康増進、話題づくりとして
の体操

11

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
SHIMOKITA Oral History

下北沢の暮らしを 

下北沢が「若者のまち」となる前
の住民からの聞き取り 
下北沢を利用する様々な人々が「ど
ういう気持ち」でシモキタを捉え
ているのか 
下北沢で「若者文化」を立ち上げ
た人達はなぜ下北沢に来たのか

10

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
研究者の社会貢献の意味（地域計画分野）
現場の取り組みを理論化する意味 

現場で起こる様々な出来事や対処を理論化する 
理論化した上で仮説を設定し、仮説に基づいて実践を試みる 
結果として“挑戦的事例”を作る 
• 「研究として関わる以上、実験的な取り組みとなることを地域には理解
してもらう必要がある」（早稲田大学佐藤教授） 

• 「学生が調査・提案」をするため、情熱は人一倍かかるが、質の保証は
出来ない 

• 社会で“仕事”として関わる専門家の専門性を犯してはならないのではな
いか→挑戦的事例を作る必要がある 

挑戦的事例を作る意味 
新しい手法の提示 
新しい可能性の提示

12
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徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
大学の社会貢献の意味（地域計画分野）
実践的教育の場 

学生は座学で理論を理解し、現場で実践を学ぶ 
実践と座学の違いを知る 
現場で必要な胆力を養う 

大学の社会貢献の普及の弊害 
「現場を主語」に出来ない教員によるフィールドワーク 
• 地域が“受入れ疲れ”をするケース 
• 大学側の押し付け的貢献 
• 地域の状況を無視した提案 
COCの危うさ 
• コミュニケーション能力の低い学生は地域が疲弊する 
• 「現場の教育力に期待」はナンセンス

13
徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
大学・研究者の社会貢献の今後（私見）
「地域が主語」を曲げてはならない 

地域側が“選ぶ”大学・研究者 
• 地域が自らの将来戦略を立て、そこに必要と思われるのが大学（教員＆
学生集団）であるのか、研究者なのかを事前に考える 

地域の大学が“ローカル・ハブ”となる可能性 
知的ネットワークの端末機能としての大学／研究者 
地域の大学が地域を独占するのではなく、地域の専門家は必
要に応じて、そのネットワークを利用して全国的な専門家ネッ
トワークのコーディネーターとしの役割が期待されているの
ではないか

14

徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
復興支援にあたる専門家の動き　 平時 

地元専門家

専門家専門家A 専門家専門家B

専門家専門家C

地　域

専門家専門家D

信頼関係づくり

日常的な情報交換

15
徳島大学　田口太郎／taguchi@tokushima-u.ac.jp

アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割
まとめ
アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割 

「地域」の将来戦略を支援する 
地域は大学を“戦略的に”利用する 

研究者は“良識を持って”地域に貢献する必要 
学生を多少選別する必要 
地域には最大限の配慮を… 

地域の大学は地域と長く付き合う必要 
現状では研究者それぞれの意向に依存している 
大学の意向で研究者をしばることも難しい

16



第 1回研究セミナー　2016年 7 月28日　（田口・武田） � 259

関西大学経済・政治研究所  
市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班  

平成27年度 第1回研究セミナー  
「アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割」 

 
平成27年7月28日（火）14：30～17：00 

 
 

「CBPR（コミュニティを基盤とした参加型ア
クションリサーチ）の概要と実践例：日本の

大学での普及に向けて」 

関西学院大学 人間福祉学部 
武田 丈 

jotakeda@kwansei.ac.jp 

自己紹介 

• 現在、関西学院大学人間福祉学部の教員 
• 専門は、ソーシャルワーク（社会福祉の実践） 
• 日本の修士課程・米国の博士課程で実証主義に基づく研究の訓練
を受ける（博論：イラク人難民の適応に関する計量調査） 

• 成果がコミュニティに還元？ 
• 現場からの批判の声 
• 現場、当事者、コミュニティに直接的に還元できる研究方法→アク
ションンリサーチ・参加型リサーチ 

研究事例 
（フィリピンの地方コミュニティにおけるフォトボイス） 

フォトボイスとは？ 

「写真という手法を用いてコミュニティを認識し、表現し、向上して
いくプロセス」（Wang, Yuan, & Feng, 1996, p. 47） 
  
フォトボイスの目的 (Wang & Rodwood-Jones, 2001) 
•参加者に、コミュニティの強さと課題を記録し、考察してもらう機
会を提供 

•写真に関するグループでのディスカッションを通して、個人的そ
してコミュニティの課題に関する批判的な対話や知識の創造の
促進 

•政策立案者への働きかけ 
 

 

 

フォトボイスの進め方 

•アジア社会研究所（ASI)の10年間の地域開発プロジェクトで
の提案 

•地域の青少年団、地域組織、ASI、ファシリテーター/カメラ
マンなどと調査チームの形成 

•目的と進め方の確認 

•参加者の募集（カルドナ、ビナンゴナン、アンゴノの3地域の
若者たち22名） 

• 2008年9月から11月の毎週末、カルドナのコミュニティセン
ターでワークショップを開催 
 

フィリピン・リザール州の田舎町の若者を対象とし
た地域開発を目指した研究の目的 

•コミュニティの若者グループに地域の資源や生活の良いところ
を理解してもらうとともに、改善点を理解してもらう。 

•プロセスを通して、自分やコミュニティを表現を身につけてもら
い、自尊心や連帯感の向上 

•地域の問題を社会に対して実際に訴えかけていく 

成果をアクションへ１（写真展の開催）

地域の役人や一般の人たちを対象に、コミュニティの「良
いところ」と「改善点」に関する自分たちの作品を展示して、
若者たちの視点からコミュニティの持続性に関する問題
提起を行った。 
 
82点の作品を以下の7つのカテゴリーに分けて展示 
「自然」、「未来」、「信仰」、「希望」、「生計」、「開発に関す
る問題」、「不安と苦悩」 
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• コミュニティの自然を楽しみ謳歌するとともに、そうしたコミュニティ
の自然の恵みに対して感謝の念を持っている。 

• 次第に田舎から都会へ、伝統的な生活から近代的な生活へ、素朴
な生活から複雑な生活へ、といった変化していく自分たちの暮らし
に戸惑いを持っている。 

• ゴミ捨て、洪水、環境破壊といったコミュニティや個人の生活の中の
問題や課題に強い関心を持っている。 

• 友人、家族、信仰などの支えを受けながら、自分たちの周りに希望
の光を見出そうとしている。 

• 人生の中の困難や障害を乗り越える鍵は、立ち上がって行動したり、
学校で知識を身につけたり、きっちりと人生設計をたてることだと認
識している。 

作品や作品を基にしたディスカッションから認識したこと 
成果をアクションへ２（若者たちアクション） 

•洪水の問題に対しては、貯水効果として今後毎年1,000本以上の苗木を植
林していくことが、ASIを中心とする関係機関との協力により計画され、植林
の作業には多くのCYASFがボランティアメンバーとして参加した。 

•汚染の問題にも高い関心が示された。そこで、ASIと協力のもと、「ぼかし
玉」という有機肥料を湖に投げ入れることによって、湖の水質改善を目指
す取組が計画された。  

•地域のゴミの不法廃棄の問題に関しては、ゴミの分別と資源ゴミのリサイ
クルに関する活動が計画された。それぞれの自治体は、小地域ごとにゴミ
の分別とリサイクルのステーションを設ける義務があるのだが、実際には
そうしたことは行われていない。そこで、CYASFのメンバーたちが、資源ゴミ
回収ステーションの設置を役所に交渉すると同時に、自宅や近隣宅できち
んとゴミの分別を行うことを推奨するキャンペーンを展開した。 

フォトボイスへの参加を通した参加者たちの変化 

フォトボイスのプロセス（意見交換、グループワーク、写真展
準備・実行、観覧者からのフィードバック）を通して参加者の
対人関係能力が高まったことは、対人関係能力の尺度（IPR）
のスコア（点数が低い方が対人関係能力が高い）からも確認
できた。 
最後までプロジェクトに参加した18名中8名からしかプロジェ
クトの前後のIPRのスコアを入手することはできなかったが、
14.50だったプロジェクト前の平均点は、プロジェクト後には
9.17 (対応サンプルによるWilcoxonの符号付き順位検定、p 
= .025)と統計的に有意に対人関係能力が高まったことが確
認できた。 

• 北の系譜（実践志向）と南の系譜（解放志向）を統合した幅広いスペクトラム
を持つ。 
北の系譜・・・レヴィンの流れを汲む知識の実践への活用が強調されるアク
ションリサーチ（AI、ソフト・システム・アプローチ、アクション・サイエンス、アク
ションラーニング） 
南の系譜・・・フレイレに代表される問題を抱える人たちの参加が強調される
参加型アクションリサーチ（エンパワー型のアクションリサーチ、PLA、フェミニ
スト・リサーチ、エンパワメント評価、地元学） 

• CBPRは、エスノグラフィーや質問紙調査といったリサーチの手法ではなく、リ
サーチに対するアプローチあるいは指向なので、その中では、質的、量的、
ミックス法など、さまざまなリサーチ手法が活用される。 

• 重要なことは、こうした手法を用いた調査プロジェクトが、CBPRの理念に沿っ
て行われること。 

CBPRの概要 

近年さまざまな分野で参加型リサーチの高まってきており、
2000年前後より公衆衛生やソーシャルワークの領域では、さ
まざまな分野で開発・発展した参加型リサーチやアクションリ
サーチの手法がCBPR(community-based participatory action 
research)として統合された。 
 
CBPRとは、「コミュニティの人たちのウェルビーイングの向上
や問題・状況改善を目的として、リサーチのすべてのプロセ
スにおける、コミュニティのメンバー（課題や問題に影響を受
ける人たち）と、研究者の間の対等な協働によって、生み出さ
れた知識を社会変革のためのアクションや能力向上に活用
していく、リサーチに対するアプローチ（指向）」 
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日本の大学にとってのCBPR・アクションリ
サーチの有用性 

１）大学の社会的責任 
•コミュニティのニーズに適合したリサーチの問いの設定 
•コミュニティの人たちの能力開発 
•適切なアクションや介入の構築 
•コミュニティとの良好な関係の構築 

２）リサーチの科学性の向上 
•文化的適合性・信頼性・妥当性の向上 
•リサーチの参加率や回収率の向上 
•結果の解釈の質の向上 

 
 

 
 

日本の大学にとってのCBPR・アクションリ
サーチの現状・課題 

•研究目的との適合性 
•研究者との適合性 
•コミュニティとの適合性 
•研究組織や助成団体との整合性 
•物理的可能性（時間、費用、マンパワー） 

普及に向けて提案 

• トランスフォーマティブの研究パラダイムの普及 
•多様な研究方法論の認識 
•長期にわたる研究へのサポート 
•実践的な研究に対する学術的評価（組織での昇進・学術誌
での掲載） 
• CBPR/アクションリサーチにおける科学的厳格さや原則の追
求 
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（c）．記録

関西大学　経済・政治研究所　市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班
H27年度第 1回研究セミナー

「アクション・リサーチを通しての研究者と大学の役割」

講師：徳島大学総合科学部 准教授　田口太郎 氏
日時：平成27年 7 月28日㈫　14：30～17：00
会場：児島惟謙館 2階 第 2会議室

草郷氏：今日は、お二人の講師をお招きして、ここ 1年半研究に取り組んできた「市民自治力

向上とそれにつながるアクション・リサーチ」について意見交換をして交流しましょうという

ことで、みなさんにお集まりいただきました。

　この研究班は 2年目です。社会科学の研究班ですが、社会科学の原点は何なのか、その 1つ

は社会の問題に正直に向き合っていくということではないかという思いで活動しています。今

日のセミナーでは、社会の問題に向き合うという時に、「実践」と「研究」が連動していると

いうこと、今後の大学の役割は何なのかということを考えていくということで進めてきていま

す。

　いきなり話を始めてしまいましたが、研究班主幹の草郷です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。ほとんど皆さん顔見知りなので、勝手にふらっと話に入ってしまいましたが、こんな感

じで進めていきたいと思います。

　田口さん、武田さん、アクション・リサーチ研究班の中では、「さんづけ」ですので、今日

はそのスタイルをそのまま持ち込みたいと思いますが、よろしいでしょうか。「いや、そりゃ

困る」ということであれば、正直におっしゃってください。それとも「太郎さん」がよかった

ら、太郎さんで進めます。「田口さん」でいいですか？

田口氏：はい、大丈夫です。

草郷氏：武田さんはきっともっと格好良い名前がたくさんあるのです、下の名前で「丈さん、

丈さん」といつも呼んでいるのですが、一応今日は「武田さん」で進めますね。

　お二人に最初にプレゼンテーションを30分ぐらいお願いしています。お手元に資料があると

思います。流れとしては、田口さんに最初30分程度。それを受けて田口さんのプレゼンに関し

て15分くらい。皆さんで質疑応答の時間を取ります。それが終わったら続いて武田さんに、同

じように30分、それから15分という形で進めていこうと思っています。
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　いったんお二人のプレゼンテーションが終わったところで、10分程度休憩をちょっととらせ

てください。その後、後半で、それでも 1時間くらいあると思うので、前半でのプレゼンテー

ションを踏まえつつ、できるだけ、アクション・リサーチの意味や、可能性、あるいは大学が

それにどう関わるかということを見据えながらの意見交換をしたいと考えています。それを行

うことで研究班としてのこれからの活動と今後の活動について、これから研究していく上での

題材をたくさん出していきたいと思っています。そのような全体のディスカッションの場とし

たいと思います。よろしいでしょうか？うまく進められるかどうか分かりませんが、話に適宜

口出しをしつつの進行をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

　何か質問などありますか？さっと参加者だけ、僕の方から名前だけお願いします。

岡氏：環境都市工学部の岡と申します、よろしくお願いいたします。

宮本氏：宮本です。

室田氏：首都大の室田です。

中村氏：立教女学院短期大学の中村と申します。今日は参加させていただけることになりまし

た、よろしくお願いします。

草郷氏：「参加させていただけることになりました」ということは、実は恐ろしい事の始まり

だということを 2年くらい先に後悔しているかもしれません。

中村氏：楽しみにしています。

高瀬氏：研究班員ではないのですが、所長の高瀬です。今日は勉強の機会をいただきましたの

で、よろしくお願いいたします。

草郷氏：この10名で進めます。それから、一番重要な人が上田君です。いろいろと研究班の活

動をサポートしてくれる関大の大学院生です。長時間ですが意見交換できればと思っています

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

　早速ですが、田口さんのほうからプレゼンテーションをよろしくお願いいたします。

田口氏：こんにちは。徳島大学の田口と申します。実は「アクション・リサーチ」ということ
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をあまり深く考えたことはないのですが、今日は現場実践型ととらえてお話をいたします。普

段は、僕はちょっと分野が違うというか、（分野の近い）岡先生がいらっしゃるのですが、自

己紹介から入った方がいいかと、どういう人間かをご紹介いたします。

　私自身、元々のバックグラウンドは建築学科で都市計画をやっておりました。ただ僕の先生

が、都市計画なのですが全然都市のことをやらないで、田舎に行って地元の人たちと一緒にお

酒を飲みながら議論するということを大事にしていらっしゃる先生だったのです。その研究室

に入ったということもあるのですが、今でもそういうことをしています。徳島には今からちょ

うど 4年前に参ったのですが、それまでは 5年ほど新潟の柏崎市にある大学にいました。その

時は宮本さんと一緒にいろいろな活動をさせていただいた次第です。今、僕は自分の専門を「都

市計画、まちづくり」と名乗っています。徳島大学の総合科学部というところにいますので、

なかなか建築的なことはできません。「市民まちづくりの自立化に向けたプロセスデザイン」

が博士論文のタイトルでもありますが、何が大事かと言うと、 1つは「ハード整備にこだわら

ないような地域計画がやりたい」ということ、もう 1つは「行政に振り回されないまちづくり

がやりたい」ということが、僕の根本のところにあります。それでなぜそうなったのかという

経緯も今日はお話したほうがよいと思って、そういう作り方をしています。

　今まで僕は現場でどういう実践的なことをしてきたのかとリストアップしてみました。自分

の先生の研究室にいた時のモノはリストに載せずに自分一人になってからやっているようなこ

とをリストアップしましたが、新潟に着任して半年後に大学がある場所で地震があったことも

あって、ひたすら商店街の復興に取り組み続けた 5年間でした。その中で、田舎の方のちょっ

とした計画作りもしました。

　徳島に参ってからは、学生の環境などもだいぶ変わりまして、なかなか建築的というか都市

計画的なことができなくなっているので、どちらかというと地域づくり的なことに取り組んで

います。研究室に大学院生がいないということもあって、現場で研究室あげてゴリゴリという

ことがちょっとやり辛くて、今一人でゴリゴリやっているという感じです。

　そもそも、なぜ僕が現場での活動を中心にするようになったのかということの、いくつかの

経験を申し上げた方がいいでしょう。山梨県の早川町という、今、日本で人口の最も少ない町

で、人口1200人を切ったくらいですが、僕が関わりだした当時は2000人を切ったくらいでした。

「2000人しかいないのだから全員紹介してしまえ」という話があり、1998年に「山梨県早川町

の2000人のホームページプロジェクト」というものを開始しました。例えば今回の調査はこの

集落、と決めたら端の家からノックして歩き、話を聞けたら 2時間話を聞く。それをまとめて

許可をとって、ホームページに載せていくという活動を始めました。ただ、その時に僕はいま

だに忘れられない非常に大きな思い出があります。良い話というよりは悪い話なのですが、た

だひたすらに諦めている高齢の単身女性のヒアリングをしました。よく大学の調査などでヒア
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リングに行くときは割とキーパーソンに話を聞くことが多いのですが、手当たり次第に行くと

非常にネガティブな人に出会うことがあります。一生懸命ヒアリングを盛り上げようと思って

前向きなことを言っても、このおばあさんはすべてマイナスで返されるということがあって、

ああいうおばあさんたちをどう救えるか？ということが、すごく僕の中で大きく、いまだに圧

し掛かっている部分があります。それが最近のまちづくりに対する嫌だなと思っていることの

1つでもあるのですが、本当に支えるべき対象はそういう弱者であったり、弱い人たちをどう

サポートするかということがまちづくりの大事なことだと思っています。

　あともう 1つ。先ほど僕は「行政に振り回されない」という言い方をしました。これも大学

院の頃にとある東京100キロ圏の地域の計画策定を研究室で請け負っていて、その時にいろい

ろな調査をし、提案をすると行政職員から「面倒くさい」という回答が来たのです。そういう

こともやはり僕の中ではとてもショッキングな出来事でした。基本的にまちづくりというもの

は非常に面倒くさいものなのだなと、その当時から思っており、この面倒くさいことをどのよ

うにしたらやる気になるかということがとても大事で、その時に行政が面倒くさいと言って、

それで引き下がっているようでは仕方がありません。やはり市民の人たちがどうたきつけられ

るかということが非常に重要です。ただ東京100km圏というものは、今、だいたい人口微増

か微減くらいで、東京のベッドタウンです。恐らく地域の文化もさほどない。新興住宅地が広

がっていて、危機意識もない。僕の感覚で言うと、30年、40年くらい経つと人口減少が一気に

進む地域だと思っています。表現が悪いですが、そうすると多分津波が来て去って行ったよう

な後に、ポツンポツンと家が残る砂漠のような状況になるなと思っています。実は僕の実家は

神奈川県の茅ヶ崎というところなのですが、僕の実家の周りも全く同じ様子を想像できるので

危機感を持っています。そういうところにどういうふうに働きかけるかということが非常に大

事かと思っています。

　資料にある「地域のカッコ良い生き様へあこがれ」について。これも山梨県早川町の2000人

のホームページにおいて、僕自身が40～50人の方のヒアリングをしているのですが、その時は

人生をひたすら聞いていくということをしていたところ、特に僕の場合は神奈川県育ちで東京

にずっといたということもあり、手に技を持った人に対する人たちに対する漠然とした憧れが

どんどん生まれてきて、農村の生き様のようなものに僕個人が非常に引き込まれていった。そ

れが実はいまだにずっと変わらず、いまだに引き込まれているという次第です。

　あともう 1つ、大学で卒業論文、修士論文を書いていくのですが、その中でとても強い人た

ちに出会ったということもあります。これも具体的に書いていますが、僕の修士論文は東京の

新宿区荒木町という東京のど真ん中に、40年間くらいマンション紛争で 1棟もマンションを建

てさせていないという地区があります。具体的に言うと14棟くらいのマンション計画が全部戸

建住宅に変わった地域があるのです。そこでずっと一人で業者と闘ってきた女性がいまして、
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その人にヒアリングをしながら修士論文を書きました。その中で、教科書を読んで勉強しても、

そこに書いてある技術や手法は実践的ではないということになんとなく気づいてきたというこ

とと、いくら頭がよくても使えないということがなんとなくわかってきました。この時に思っ

たことは同じように修士論文を書いている仲間たちを見て、あるいは修了した後の後輩たちも

含めて、地域との関わり方にかなり僕の仲間たちに対する苛立ちがありました。何かと言うと、

卒業論文、修士論文で現場に入ってヒアリングをするのですが、論文が終わるとそこで人間関

係を断ってしまう、関係が終わってしまうというような人たちが周りにたくさんいて、それが

実は研究者になっている人たちも大勢いることに対して僕は苛立ちがありました。地域に関わ

るということは、一度お世話になった以上は一生付き合う覚悟で入っていくということが基本

的にベースだと思っています。そういうことを修士論文の頃に勉強させていただいたというこ

とです。

　2000人のホームページには、今1000人を超える人が掲載されています。多分 3割、 4割の方

はすでに亡くなっていると思うのですが、ぜひご興味あれば見ていただけるとよいかと思いま

す。たいした記事ではないのですが、 1人ずつ紹介されています。あるいは地区で選ぶことも

できます。表情で検索となると1000人分の表情が出てきてその中から選ぶこともできますので、

ぜひ見ていただければよいかと思います。

　その後、また現場のことをよく考えていた時にもう 1つ気になっていたことは、2007年、柏

崎にいた時に地震に遭いました。その時に、僕自身は普段は調査者の立場でいるのですが、被

調査者の側に立ったという経験があります。この時に、現場で偉そうにする研究者、専門家、

マスコミの人たちの存在に苛立ちを覚えました。というのも、地域の状況も知らずに震災復興

で、その地域が被災前どうだったのか、どういう人たちが住んでいるかということを知らずに、

ここはこういう手法を適用したほうが良いよ、と住民の前でしゃべってその後二度と来ないよ

うな研究者がいっぱいいます。あるいはマスコミも、 2時間分くらいインタビューなどを撮り

まくって10秒しか放送しません。そういうような人たちと出会って「これは何なのだ？」と思

うようになったということもあります。

　また、僕自身が現場に入って復興支援活動をしていたのですが、一方で近隣の大学の先生が

ブログで「無責任に計画をしやがって」という批判を書いている記事もいっぱい目にしました。

そういうこともあって、自分は今までどうだったのかということを反省しながら、僕は地域計

画を専門にしているので、「何のための計画なのか、何のための学問なのか」ということをそ

の当時よく考えていました。結局地域に貢献しなくては何の意味もないのではないかというこ

とをそれ以降僕は考えるようになっていきました。今日の話もそうですが、僕があちらこちら

で話をする時に、当たり前と言えば当たり前なのですが、意図的に強く「地域が主語」という

ことを言わせてもらっています。「主語を間違えないでくれ」という言い方をしています。
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　僕が現場に入って調査をする時に多用している方法が「まちづくりオーラル・ヒストリー」

という方法です。今日はいくつかお持ちした資料のうち 1冊だけ「オーラル・ヒストリー」に

関連した本を書いていますのでそれをお持ちしました。何をするかというと、民俗学的に言う

と「人生史」をひたすら収集して終わるのですが、その人生史を編集する。編集するというこ

とは、例えばAさんの昭和末期の記憶と、Bさんの昭和末期の記憶、あるいは大正生まれのC

さんの昭和末期の記憶をずっと重ね合わせて横串にしていくと、地域の雰囲気のようなものが

見えてくるのではないか。それを時代ごとに重ね合わせていくことにより地域史、生活文化史

のようなものが見えてくるのではないか。そういうものがまちづくりに生かせるのではないか

ということ。発案は僕の先生なのですが、僕が共感したということもあり、研究室の中でも中

心的に取り組ませていただき、独立した後もずっと個人的に続けているものです。僕の中では、

単純な調査手法であった「オーラル・ヒストリー」がどんどんいろいろな方法に展開している

つもりでいます。

　新潟県の高柳町というところは、今ではいわゆる「農村風景」という写真を検索すると恐ら

くトップに出てくるくらいの有名な茅葺の集落です。そこの地域づくりを評価するというので、

単純にアンケートでどうだったかという調査をするのではなく、そこに暮らしている人たちの

人生がどう変わったのかということを、人生史から調査をしようということに取り組みました。

この当時のオーラル・ヒストリーはどちらかというと、地域づくりを評価する手法として考え

出したということがあるのです。その後、神奈川県小田原でオーラル・ヒストリー調査をしよ

うという時に、少し単純に評価するだけでは資料価値がもったいないということもあり、まち

づくりに生かすことを前提にいろいろなものの開発をすることをしました。その後、徳島県由

岐町（現美波町）では教育プログラムを作ろうとしましたし、東京の下北沢ではアートプロジ

ェクトとしてやりました。新潟県では地域学習教材としてカルタをつくったりもしました。徳

島に来てからは、徳島県西部、池田高校がある池田地域と関わりがあるので、ひたすらそこで

ずっと続けて地域のアーカイブを作ろうということを今考えている次第です。

　最初の頃のオーラル・ヒストリーの話をします。高柳町での地域づくり10年の取り組みをど

う評価するかという時に、地域づくりの中心メンバー、若手、生活している女性たちに自分た

ちの暮らし向きがどう変わったのかということを膝詰めで話を聞いていきました。高柳町とい

うところは非常に過疎化の進み、かつて人口減少率新潟県下ワースト 1位を記録した地域です。

世の中がリゾート開発している時に、「じょんのびの里構想」といって、農村の生活観光とい

うものを打ち出して、結構観光客をたくさん集めることに成功した地域です。「訪れてよし、

住んでよし」というキーワードを持っていて、その両方が循環するのだというコンセプトを持

っていましたが、やはりこの調査をしていると、たくさんの人が入ってきてなんとなく雰囲気

が盛り上がってきているのは分かっているのですが、自分の暮らし自体はあまり変わっていな
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いということを指摘されました。

　それ以外に小田原では、ちょうど2000年に「小田原市政策総合研究所」という自治体シンク

タンクが市役所の中にありまして、僕は 2年ほどそこの研究員でした。小田原というのは職人

文化が非常に発達している地域で、その職人たちにヒアリングをしてこれをまちづくりの資源

としてもっと開発していこうではないかということで、その活用アイデアをいろいろ考えまし

た。 1つはまちづくり活動化できないか。ということで「まち語り」というのをやってみまし

た。上の写真（資料 8ページ目）のちょっと雰囲気のいい感じのところで、ヒアリングした人

生史を朗読して、さらにその当時の雰囲気を参加した皆で座談会のようなことをしながら共有

しようではないかというような活動をしていました。これは結構地元のおばさま方に受けまし

て、その後地元の地域の人が勝手に引き継いでいくということができています。もう 1つ「メ

ディアとして」というものは、今日は印刷したものを持ってきたのですが、いろいろな人生史

を報告書にしても誰も読まないので、時代ごとに切り取った新聞風にまとめたらどうかという

「懐古新聞」を提案をして、あえて古そうな紙を作って配布してみたりしました。皆さんに回

覧したいと思います、ご覧いただけるといいかと思います。

　その後、実はこれは研究室としてではなく自分の個人的な取り組みです。東京の下北沢でち

ょうどその当時、「補助54号線」という戦災復興都市計画を今さらやっているということもあ

って、明治大学の先生たちを中心に反対運動がずいぶん起こっていました。その一環で、「都

市型アートプロジェクト」をしようということで、僕も「SHIMOKITA Oral History」とい

うユニットを組ませてもらいました。僕はヒアリングをしていく中で、その反対運動に対する

疑問も湧いてきたのです。というのは、下北というところが若者の街を残そうと一生懸命反対

運動をしているのですが、もうちょっと古い人たちにヒアリングすると「若者の街にしてしま

ったのは若者たちだ」という高齢者の怒りが隠れていたということが見えてきたのです。それ

を普通に反論として言ってしまうとどんどん角がたつので、アートプロジェクトにしたらよい

のではないかと、インスタレーションのような形を作りました。映像を出しながらいろいろな

人たちがいろいろなコメントを出しているよと（映像）。これは国際的なアートイベントだっ

たのでヒアリング結果をバイリンガルにしてあるのですが、いろいろな人にヒアリングをした

その結果を、例えばこの本屋さんのように、下北沢がなぜこのような地域になっていったのか、

ということを少し斜めに表現するということで、地元の人たちに「反対運動も考えようだよね」

ということを伝えていこうとしたプロジェクトです。

　今度は徳島に移ってきてからについてです。三好市は徳島県西部で 6町村合併をした地域で、

四国で一番面積が広い自治体になっています。ざっというと、琵琶湖よりも広い自治体です。

その地域に関わっていました。元々そこはたばこ産業で非常に栄えた地域なのですが、たばこ

産業が専売公社化しJTになった後、ひたすら右肩下がり、いまだに下がり続けている地域です。
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その地域の行政職員と知り合いになっていたということもあって、 2年に 1回程度、 2年生の

地域調査実習をしなくてはいけないこともあり、毎回ひたすらその地域で人生史を聞いていく

ことをそのプロジェクトの中心に据えようと、今「オーラル・ヒストリープロジェクト」がち

ょうど 2冊分が本にまとまっています。これもぜひ、回覧いただければと思います。この時は

少し高齢化した地域で、単純に真正面から地域づくりをやっても皆さんは諦めているため、も

うちょっと楽しいことができるのではないかと思いました。昨年、辻地区というところで調査

をしていたのですが、ここは四国中のGDPの半分を辻地区と池田地区でおさえていたという

くらい昔はお金があった地域なのです。その後ただひたすらに衰退していく。プライドが非常

に高いので、いろいろな旦那文化のようなものがいまだに残っている地域なのです。そこを、

真正面に真面目に紹介するのではなく、ちょっとおもしろおかしく紹介したほうがよいのでは

ないかということで、このオーラル・ヒストリーの調査の結果を体操化したということがあり

ます。体操というのは、文字通り「体操」なのですが、「つじ体操」というものを学生に作ら

せて、それを地元のおばさんたちの前で発表しました。それが地区の健康増進になっていくの

ではないかという仮説を持ってやったところ、地元の人たちに想像以上に評判がよくて、つい

この間わざわざ学生にお呼びがかかって「『つじ体操』をもっと普及活動したいので、 1 回レ

クチャーしにきてくれ」ということで、僕は行っていないのですが、僕の研究室の学生たちが

地域に出かけていって皆で体操してきました。今は 1 分くらいしか続かないものなのですが、

5分バージョンを作れと言われています。地元の高齢のおばちゃんたちが面白い体操をやって

いるということは、マスコミ的にも絵になるのではないかという気がしていて、こういう活動

がちょっとずつ広がっていくということと、学生が授業の一環で調査に行ったのが今度は自分

たちで勝手に地域に行き始めるということがとても良いことかと思います。

　実は新潟時代、それこそ草郷先生や宮本さんに、僕の学生が散々お世話になっているのです

が、新潟の学生は基本的に普段の通学手段が車なのです。だから現場に行けというと 1人 1台

車を持っていますからすぐに行くことができます。ただ徳島の学生はほとんど車を持っていま

せん。非常にフットワークが重くなってしまいます。そういうことに対して、この時はモチベ

ーションが動かしてくれました。車が自宅にある学生を無理やりひっぱっていって、そこに学

生が便乗して、地域の中でこういう体操をやるということが、よかったことなのかと思います。

正直、完成度は非常に低いグダグダの体操なのですが、むしろグダグダの体操であることがよ

いことなのかと僕個人的には思っていて、この後は地域の人たちがよくそれを展開していって

もらえればよいのかと思っています。

　それとこんなこともやりましたということを 1 つ紹介し忘れていました。郷土学習教材も、

オーラル・ヒストリーのようなものを使うのにとても重要だと思っています。新潟県長岡市濁

沢地区というところを皆さんご存知かどうかわからないですが、長岡から地震でかなり被災し
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た山古志村に上がる直前の集落で、やはり非常に過疎化していて学校が維持できないというこ

ともあり、オープンスクール化していました。オープンスクールとは何かというと、学区域を

とっぱらってしまって、市内の全域から不登校になったような子どもたちが集まってくる学校

になっています。実は地元の小学校なのだけれども、地元の子じゃない人たちが通っているの

です。そこで、せっかく地元に小学校があって小学校時代を過ごす子どもたちがいるのだから、

彼らが学校に通っている間に愛着を持ってもらう必要があります。しかも放課後は親が帰って

くるまで学童保育にいるのですが、危険だという理由でほとんど外に出してもらえていません

でした。ですから何か遊びながら地域学習ができる教材がないかということで、これはその当

時新潟時代にいた研究室の卒業生が作ってくれたオーラル・ヒストリーを活用した「にごりさ

わカルタ」というかるたを作って、建築の学生なのにすごい絵が下手なのですが、遊びました。

　僕なりの、非常にレベルが低いと言えば低いのですが、言い方を変えれば集落目線に合って

いるかと思います。デザインの完成度が高すぎるメディアが地域の中に出ていくと、地域の人

たちがどんどん引いていってしまうところがあって、私は幸か不幸か、あまりレベルの高くな

い大学にいたものですから、その辺の完成度が低いということがよかったのかと思っています。

　まとめとして、アクション・リサーチというか現場に行くということの意味は何なのかを自

分なりに整理をしました。 1つは現場で起こる様々なできごとや対処を理論化するということ。

理論化した上で仮説を設定して、仮説に基づいて実践を試みる。そのトライ・アンド・エラー

をきちんと丁寧にやるということが重要です。僕が非常に意識していることは「挑戦的事例」

というと過激なのですが、単純に普通のコンサルタントがやるようなこと、あるいは企業がや

るようなことを肩代わりしても仕方がなくて、何か常にチャレンジをすることが社会的なミッ

ションなのではないかと思っています。これは実は僕の師匠ではない、隣の研究室の佐藤滋先

生がおっしゃっていたことなのですが、「研究として大学が関わる以上実験的な取り組みになる。

それは地域としては多少リスクがあることだということを地域の人たちに理解してもらう必要

がある」ということをおっしゃっていて、それは僕も非常に分かりやすい言葉だと思っていま

す。僕も大学時代に、いろいろな自治体から業務委託を受けるのですが、ずいぶん議論になっ

たのは、完成度を上げすぎるということ、特に博士課程レベルの人たちがまとめるとかなり完

成度が上がるのですが、それは社会悪ではないかという話をしていました。コンサルタントの

業務を大学だからといって安く請け負って、無料のような学生のマンパワーを使いまくって報

告書を仕上げるということは社会悪だということもあります。どこに意味があるのかというこ

とを考えると、「実験的である」ということと、「学生が中心にやる」ということがとても重要

なことではないでしょうか。人一倍情熱はかかるのだけれども、質の保証はできないというこ

とかと思っています。挑戦的事例というものは何かというと、新しい手法の提示であったり、

新しい可能性なのかと思います。
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　もう 1つ、アクション・リサーチというか、フィールドワークのようなことの 1つの意味は

教育という場かという気がしています。これはただ、あまり僕はこれを前面に出したくはない

と思っているのですが、学生が座学で理解し現場で実践を学ぶ。実践と座学の違いを知るとい

うことが非常に重要なことかと思います。特にこれは震災復興の時に僕の研究室の学生たちを

見ていて、大変教育効果を感じました。僕は「ワークショップという手法が都市計画では重要

だ」と言っているのですが、そのワークショップという手法自体が地域のおじさんたちに否定

されまくるという現場を学生たちが目の当たりにしています。あるいはいくら正論を言ってい

ても政治的な力を利用してなんとか覆そうとするおじさんたちが地域の中にいるということは、

なかなか授業では言えないのですが、現場でそういう人たちと僕が喧嘩するという現場を見て

いくことによって学生が伸びていくということを非常に感じていました。そういう意味で言う

と、現場で必要な「胆力」という言い方をしていますが、根性のようなものがなければ地域で

は乗り切れないということもなんとなく伝わっていったのかと思っています。

　また、全国の国立大学が同じような状況下にあると思うのですが、徳島大学は国から「社会

貢献をしなさい」と非常に強く言われています。ただ、僕はそのことにとても危機感を持って

います。なぜかというと「現場を主語」にできない教員によるフィールドワークが非常に活発

なのです。とにかく地域に行って、学生をパーッと動かして偉そうなことを言って観光バスで

帰っていく。地域が受け入れ疲れをしているところがたくさんあります。それがちょっとまず

いなと。大学の押し付け的貢献、過激めに書いていますが、特に最近COCもあって、学年全

員を連れて行きなさいという動きがとても活発なのですが、それをどんどん地域を主語に置い

ていない先生が学生を連れて行って地域が困っていくということを、いろいろな地域で聞くよ

うになっています。そのあたりは気をつけなくてはいけないと思います。特にコミュニケーシ

ョン能力の低い学生が最近出てきているので、そういう人たちについては地域への連れて行き

方をコントロールしなくてはいけません。僕の時はだいたいそういう学生が来ない空気を作っ

てコントロールしているのですが、大学としてはそうはいきません。非常に難しいことかと思

います。そういう先生はよく「現場の教育力に期待しているのです」と言うのですが、それは

仕事放棄だろうというのが僕の視点で、そういうことを地域に投げかけるのであれば学費を払

いなさいということが僕の主張です。

　やはりこれから考える時に、「地域が主語」を曲げてはなりません。言ってしまうと地域側

が大学や研究者を選べるかどうかということがとても重要だと思います。当然、社会学の先生、

地理学の先生、僕のような計画の先生がいるということがあると思います。なじむ時期という

ものがある気がしていて、それを地域の人たちがほとんど知らずに、大学の先生が来てくれる

となると、皆ハハーっとひれ伏してしまうという関係は非常によくないと思っています。どう

いうふうにしたら地域が自分たちの将来戦略をたてて、そこに必要な大学、それは教員と呼ぶ
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こともできるし、学生集団と呼ぶこともできるという環境を作れるかということがとても重要

だと思います。その中で、僕は、大学が地域のローカル・ハブという機能があるのではないか

と思っています。これは実は新潟に行きたての時に、その大学の建築学科では旺文社による大

学ランキングでは日本で最下位だったのですが、そんな大学に行ってしまってよいのだろうか

と思っていた僕が自分の価値判断をするために、国土計画的に大学の立地を考えると、大学に

は学会とか専門家ネットワークとつながっている教員がいる。それは知的ネットワークの端末

機能という意味があるのではないかということを自分なりに考えていました。地域の大学がそ

の地域を独占するのではなくて、こういう言い方をした方が正しいのですが、地元の専門家を

介していろいろな専門家の人たちがいる。地元の専門家たちがハブになって地域の問題を専門

家に相談するという関係、あるいは紹介するという関係づくりが必要なのではないか。よくあ

るのは、ここで、なわばりのように囲ってしまうケース、地元の専門家がずっと関わり続ける

ケースがあるのですが、本当は地元の専門家がコーディネート機能のようなものを持って、必

要に応じてやっていかなければならないのではないか、ということを、僕は中越沖地震の前日

にこのような内容の学会発表していまして、その翌日に地震が起こったものですから、僕なり

にはこれを実践したつもりでいます。それがどうだったかどうかは、これから検証しなくては

いけないのですが、そういったことが地域の大学が現場と関わる時に大事な視点かというふう

に思っています。

　最後にまとめです。アクション・リサーチを通じて研究者と大学の役割というものは、地域

の将来戦略のために有用じゃないと意味がないという気がしています。もう 1つは地域が大学

を戦略的に利用するということが非常に重要で、そのためには研究者は良識を持って地域に貢

献する必要があります。大学が学生を多少選別する必要もありますし、地域に最大限の配慮を

していかなくてはいけません。あともう 1つは、地域の大学は地域と長く付き合う必要があり

ます。これも毎年フィールドを変えている先生もいてイラっとするのですが、やはりそんなに

いろいろな所でとっかえひっかえやっていって、選り好みをしていてはまずいのではないかと

いう気がしています。ただ非常にネガティブなのは、現状では研究者それぞれの意向に依存し

てフィールドが選ばれるということと、大学がトップダウンで授業や研究フィールドまでコン

トロールすると反発を食らうという非常に悩ましい問題があるのかと思います。

　最後に、実はこれらのことを普及させるためにどうすればよいか。 1つは現場型の人たちが

もう少し育っていくとよいのではないでしょうか。これは多分世代の問題かという気がしてい

ます。僕たち世代より下くらいで地域のことに取り組んでいる人たちはかなり現場を踏んで現

場の人たちとのコミュニケーション能力も高いので、そういう人たちが大学の中枢に入ってく

るともう少し健全化していくのかとかなり楽観的にとらえています。もう 1つは、地域がもう

少し成長してもらわなければこれがうまく機能しないのではないかと思っています。地域が大
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学と研究者を戦略的に利用するようなことをしなくてはいけません。研究者側もそれを理解し

た上で、学生やアクション・リサーチのプログラムを作っていくことをしなくてはいけないの

ではないかという気がしています。学生を派遣するための柔軟な対応というものは、これは大

学で学生を連れていくといろいろと面倒くさいことがいっぱいあります。例えば、旅費などの

適切な支給。旅費を出すとバスの借り上げをしなくてはだめだというのが今の国立大学なので

すが、観光バスで地域に行くことの問題点というようなものをあまりそういう人たちには理解

してもらえません。本当は学生がマイカーで行くのがよいのですが、なかなかそれが許可され

ないということがあるのかと思います。これは技術的な問題ですが、そのあたりを保険のよう

なことでクリアしていくと学生としてはもう少しフットワークが軽くなっていくのかと個人的

には思っています。

　かなり急ぎ足になってしまいました。僕が今までやってきたことと、特に最近の周辺の教員

の人たちとの動きを見て感じる問題意識などを少しお話しいたしました。非常に短くて恐縮で

すがこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。

草郷氏：田口さんどうもありがとうございました。短い間にたっぷりと実践紹介もあり、さま

ざまな今後に向けてのご意見もいただきましたので、今から田口さんのプレゼンを基にして、

発表の中で少しクリアにしたほうがいいという点、それからそれ以外のポイントも含めて、い

かがでしょうか。

室田氏：オーラル・ヒストリーの本も見せていただきました。指導教授の方の推奨というか、

流れでオーラル・ヒストリーに取り組まれたということですが、地域の実践ないしは研究の中

でオーラル・ヒストリーを使う上で、参考にされている、その背景となる考え方、あまり硬い

話ではないのですが、例えば思想というか、なぜオーラル・ヒストリーなのかという背景を教

えていただければと思います。

田口氏：それは多分研究室の文脈的な話という気がします。僕は早稲田の建築学科を出ており、

私の師匠が師と仰いでいる先生が 2人います。 1人は「吉阪隆正」という建築家で、もう 1人

は「今和次郎」という民俗学者のような方なのです。彼は日本全国の民家を採集して歩くとい

う民家採集にずっと取り組まれた方です。その時から、あともう 1つは早稲田大学という大学

自体が非常に官にたてつく大学というか、在野ということを重要視しています。早稲田大学の

都市計画が、東大の「官製都市計画」に対して、早稲田は「市民まちづくり」だという言い方

をずっとしていました。いわゆる地域の歴史文化ということが扱われるのですが、よくある歴

史文化のまちづくりでは、例えば「昔ここに江戸時代に何とかの殿様がこんなことをやった」
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とか、文学散歩で「松尾芭蕉がここで句を詠んだ」という話がよく出てきます。ただちょっと

リアリティがなさすぎるという話があって、僕らは文化的な歴史というものは為政者であった

り文化人の歴史であって、市民の歴史ではないだろうとよく言っていました。これからまちづ

くりの担い手は市民である以上は、市民の歴史をどう編み直していくかということが大変重要

で、そのためには地域に住んでいる人たちの人生を聞くことがよい。僕の先生はいつも「人生、

人生」とおっしゃる人なのですが、「まちづくり人生ゲーム」というワークショップの手法を

開発したこともあり、先生は人生という尺度をいつも意識されています。 1つは個人的には人

生を振り返ると分かりやすいという気がしています。オーラル・ヒストリーのようなことをや

ると、子供のころから順を追って聞いていくので、皆が話をシェアしやすいツールだと思うの

です。その時に将来の話をいきなりするとあまりにも遠い将来の話をする人もいるし、知って

いる事例をひけらかす人もいるということでかなりバラバラなのですが、自分たちの人生とい

うとシェアできる部分が多いので、そういう意味で人生というものはあるという気がしていま

す。多分そういう民家採集とか、形を採集してきた歴史のある建築学科から、少し形のないも

のまで広げていこうということを意識していることかと思っています。

高瀬氏：オブザーバーなのですが。今の室田先生のご質問に関連して、オーラル・ヒストリー

まとめられた最後の部分で遺伝子解析ということをおっしゃっているのです。今の話には出て

こなかったのですが、そのアナロジーというものは今後ふくらませて発展して関連させていく

可能性はあるのでしょうか？

田口氏：遺伝子解析というか、これも僕の先生が作っているとてもいい言葉だと思っているの

ですが「地域遺伝子」という言い方をしています。地域というものは、僕なりに解釈して学生

に話をする時には、どうしてもまちづくりと考えた時の「まち」は今の「まち」を想像するの

ですが、今のまちができる長い文脈がある、言ってしまえばその文脈はDNAみたいなもので

あるという言い方をしています。結局そこに住んでいる人、それぞれが核みたいなもので、そ

れが絡み合ってDNAスパイラルができあがってそれが地域のたとえば景観を作っているとい

う言い方をします。人生史の中のいろいろな人たちの人生を組み合わせていくと、地域の雰囲

気の歴史のようなものになる。そこにやはり地域のDNAの核のようなものをそこから探り出

していって、そこをベースにした将来計画のようなものをたてられないか？そうするとそこに

描いた将来というものは、真新しい将来ではなくて、実はこのサブタイトルになっている「懐

かしい未来」という言葉を使っていて、新しい未来なのだけれども、懐かしさを感じるような、

そういうような方策に計画論に展開できるのではないか。実はそれは仮説なのですが、まだま

ちづくりの人生史を建築の形、都市の形、リアルな計画に応用できているかどうかというと、
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まだ非常に疑問です。活動レベルではあるのですが、計画づくりに活かしきれているかという

と、まだ課題があると思っています。

宮本氏：「地域遺伝子」という言い方ですね。

田口氏：「地域遺伝子」という言い方をしています。

宮本氏：いくらでも質問はあるのですが。地域が主語ですが、地域計画分野というものは、自

分たちが主語でないものを計画として考えようとするわけですよね。その場合の計画とは通常

考えられている計画とは違うような気がするのですが、どうなのでしょうか？

田口氏：僕が言っている「地域が主語」というものは、最近の計画づくりをする人たちが自分

たちの手法を持って地域に入り込むことに対するアンチテーゼです。手法を持ち込むのだけれ

どもその手法が適当であるかどうかという判断は実はあまりなされていない気がしています。

地域にかなり丁寧に入り込んでその地域の人柄とか人の性格というものをよく汲み取った上で

どういう手法を用いるかということを考えなくてはいけません。多分計画自体の最終成果物は

それほど変わらない気がしているのですがその時の思考回路というようなものは全然違うのか

と。というのも、なぜ僕が地域が主語と言って、最近のまちづくりは嫌だという言い方をした

かというと、先ほどの僕のネガティブおばさんの話ではないですが、地域の中でまちづくりと

いうと一部のポジティブな人たちが前面に出てくる。その人たちとやり取りをするのがよくま

ちづくりで「独自産業」とか「ブランディング」というものがあるのですが、地域に入ってい

くと地域の本当の力というものは、一番下の底上げのような気がするのです。やはり日々困っ

ているおばあさんたちがちょっと安心できるとか、非常に地味なネガティブな部分をどう押し

上げるかということをやらない限り、僕は「自治」という言い方には全く共感なのですが、自

治力のようなものは上がってきません。そのあたりがほとんど今のまちづくりでは無視されて

いるような気がして、地域の実情を理解するということはどういうことかというと、すごくネ

ガティブな人たちにもきちんと目を向けるということが大事な気がしています。最近のまちづ

くりはワークショップをやって、ワークショップに参加してくれるポジティブな人たちの意見

だけを集めて、ちょっと格好よいおしゃれな計画作りで「カフェ作りましょう」とか、「年の

差交流やりましょう」という安易なものが多いのですが、そうではなくて、あのおばさんの困

りごとをどう地域の中で解決できるかということ。すごく地味でつまらないことなのだけれど

も、それが本当に大事なことなのではないかと最近切に感じているところです。
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草郷氏：地域の話になったのであとにしようかと思っていたのですが 1つだけよろしいですか？

田口さんのプレゼンで「地域」「地域」とたくさん出てきたのですが、一言で言うと田口さん

の今日のプレゼンにおける「地域」とは？

田口氏：単位ですか？単位は、僕は普段は集落というレベルで考えています。ただその集落も

集落再編を多少意識した集落かと個人的には思っています。というのは、今日挙げた中でつい

今年から動いている、これは香川県まんのう町という徳島に近い地域なのですが、そこはかな

り限界化が進んでいて、ほとんど山に森に埋もれかけている集落が20くらい点在している地域

なのです。そこでも僕は「地域が主語」という言い方をしているのですが、行政が一生懸命計

画するのに、住民の前に出ていくと要望しか出てこない。そこでどういうふうにしたら住民の

意識を変えられるかということを今年から取り組みます。そこでただ 2世帯、 3世帯の集落が

たくさんあるので、そこだけですべてを完結することは無理だろうという気がしていて、あと

もう 1つは合併によってかなり僻地化しているので、そこにどういうやり方をするのかという

ことはかなり集落レベルと複数集落レベルの両方を見ながらやらなくてはいけないと思ってい

ます。ただ地域というものは自治体単位ではないです。

草郷氏：中村さん、遠慮されずにどうぞ。

中村氏：宮本さんへの回答で、ブランディングとか反応しやすいところじゃないところで関わ

っていきたいと、本当にそういうふうに思うのですが、最後のまとめのところで、地域がむし

ろ成長して大学を利用していってほしいというところと、ボトムアップしていくところという

ものが大変難しい。どんなふうに関わっていくことが地域の成長、そしてそのボトムアップに

アプローチしていけるのでしょうか。

田口氏：僕は、それは行政職員の仕事だと思っています。行政職員が地域と信頼関係を作って

その地域の分析をした上でその地域に必要な手立てをするということが必要だと思っています。

例えば我々研究者は言ってしまうと呼んでくれない限り行き辛いのです。ただ本当の自治のベ

ースを作るのは自治体の職員だという気がしていて、自治体の職員が地域の実情をよく理解し

て、この地域にはどういう専門家がいるか。例えば非常にネガティブな人たちに非常にレベル

の高い専門家が関わってもあまり解決しません。それよりは元気はいいけれども技を持ってい

ない大学生のような人たちが周りにいたほうが、元気づけられるとか。そういったことを本当

は地域担当職員のような人が地域の状況を見ながら、戦略を練られるということが僕は健全だ

と思っています。本当は行政職員が大学の教員のパイプをもっと作らなくてはいけないとか、
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行政の人たちも合併して大変だろうけれども、地域に出張って行って地域戦略というものをた

てられる力をつけなくてはいけないのかと。個人的には今年は徳島県の行政職員研修もずっと

していますが、それは完全に地域を主語にどう地域のモチベーションを上げるかということを、

手取り足取りやっているという感じです。

草郷氏：他にもあるかもしれませんが、ここで締めますね。それでは田口さんどうもありがと

うございました。

田口氏：ありがとうございました。
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関西大学　経済・政治研究所　市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班
H27年度第 1回研究セミナー

「CBPR（コミュニティを基盤とした参加型アクションリサーチ）の概要と 
実践例：日本の大学での普及に向けて」

講師：関西学院大学人間福祉学部 教授　武田　丈 氏
日時：平成27年 7 月28日㈫　14：30～17：00
会場：児島惟謙館 2階 第 2会議室

草郷氏：それでは二人目のプレゼンターは武田さんです。武田さんからは、「CBPR（コミュニ

ティを基盤とした参加型アクションリサーチ）の概要と実践例：日本の大学での普及に向けて」

ということで30分程度のお話をお願いしていますので、よろしくお願いいたします。

武田氏：今、抜き刷りをお回ししています。今からお話するようなこと、CBPRのことに関す

ることをダイジェストにまとめたものがこの抜き刷りです。また見ていただければと思います。

　僕も田口さんと同じように、最初になぜ自分がアクション・リサーチに関わるようになった

のかという話をいたします。田口さんはいろいろ関わられた研究事例をたくさん紹介されて、

僕もそうすればよかったのかなと思いながらも、次に僕の研究例を 1 つご紹介し、その上で

「CBPR」とはいったい何かということを少し簡単に説明いたします。そして最後にアクション・

リサーチの有用性、現状、課題、それから普及に向けての提案をお話しようと思います。

　私は、今、関学の人間福祉学部の教員なのですが、元々、専門は社会福祉、ソーシャルワー

ク、社会福祉の実践が専門です。社会福祉、ソーシャルワークという学問は非常に現場中心の

領域なので、元々現場にはとても関心があり、いろいろな課題を抱えている人たち、それはそ

の人たちの責任というよりも社会のあり方が問題だ、そこを変えていきたいという思いでこの

領域に入っていきました。しかし、実際、学部の時などは、今でいう「子ども家庭センター」、

昔は「児童相談所」と言っていたところに行って非行の子供たちの相手をしたりすることに関

心があったのですが、だんだん研究の方にも関心がいきました。私は出身も関学なのですが、

指導してくださった先生などは実証主義のパラダイムで研究されている方なので、計量的な調

査の仕方を訓練されました。博士課程はアメリカでしたが、「イラク人難民の適応に関する調査」

ということで、実際に質問紙を作成してイラク人の人に答えていただき、それを計量的に分析

するというような研究スタイルで、博士課程まではこのような形で研究を行っていました。ま

た、研究者を目指したということも、研究はおもしろいな、調査はおもしろいなと思っていた

からなのですが、実際、博士論文を計量的な調査でやり終えた後に、実際にアンケートに答え

てもらった人たちに、自分の研究がどんな役にたっているのかと疑問に思うようになりました。

実際、僕はイラク人難民の調査を行う前に現場に行って、アメリカの難民支援機関でパートで
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働き、そこでいろいろな人に協力してもらって質問紙に答えてもらいました。自分は博士論文

も書いたし、それを基に論文も書いて投稿して学術誌にも載せてもらったし、自分にはたくさ

んメリットがありました。提言は中にいろいろ書いているのですが、実際に答えてもらった人

にどんなメリットがあったのかと考えると、「こういう研究スタイルでよいのか？」という思

いを持ちながら日本に戻って教員になりました。何か成果をコミュニティに還元できる方法は

ないかという思いはどこかにありました。もう 1つは、日本に帰ってから、日本に住んでいる

外国人のNPO活動などに関わったのですが、そういう現場に入っていく中からも、研究者が

よく「調査しましょう」とコンタクトしてきて、協力するけれども何もメリットがありません

という声を聞かされました。一番大きかったのは、出稼ぎで来ている日系ブラジル人などの子

供たちが通える保育所がないということで、実は、私の妻が2000年代初頭に神戸で、無認可の、

NPOが運営している「多文化保育園」をしていました。当時、非常に先進的な取り組みだっ

たのでたくさん研究者の人がやってきてインタビューするのですが、「何も自分たちにはメリ

ットがない」ということを家に帰って晩御飯のたびに聞かされるわけです。それを聞いている

とだんだん自分の研究スタイルを変えた方がよいのではないかと、元々は先ほども言いました

ように計量的な調査の訓練を受けていたのですが、次第にどんな研究方法があるのかというこ

とを独学で、自分なりにこの10年少しくらい、少しずついろいろな手法を取り入れてやってき

ています。

　その中で、今日は、フィリピンで行った「フォトボイス」という手法を使った調査のことを

お話いたします。フォトボイスというものは、写真、カメラを使った調査方法です。人類学な

どで研究者自身がフィールドに入って写真を撮り、それをデータにしていくということはある

と思います。これに対して、フォトボイスというものは、コミュニティの人たちにカメラを渡

して写真を撮ってもらって、それをデータにしながら話し合いを進めて何かアクションにつな

げていくという手法です。1990年代にアメリカのミシガン大学のWang先生という方が始めら

れました。「写真という手法を用いてコミュニティの課題を認識し、表現し、向上していくプ

ロセス」ということで、フォトボイスの目的ということでここに 3つ書いています。「参加者に、

コミュニティの強さと課題を記録し、考察してもらう機会を提供する」。「写真に関するグルー

プでのディスカッションを通して、個人的そしてコミュニティの課題に関する批判的な対話や

知識の創造の促進をする」。さらにそれをベースに実際によりよいコミュニティを創っていく

ために「政策立案者へ働きかけていく」というアクションにまでつなげていくという手法です。

Wang先生はPublic Health、公衆衛生の先生で、そういう手法を使われています。

　私が実施したのはフィリビン・リザール州の田舎町というか地方の町で、そこの若者たちを

対象とした地域開発を目的としたプロジェクトでした。「コミュニティの若者グループに地域

の資源や生活の良いところを理解してもらうとともに、改善点を理解してもらう」。「プロセス
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を通して自分やコミュニティを表現していく方法を身につけてもらい、自尊心や連帯感の向上

を目指す」。成果を基に「地域の問題を社会に対して実際に訴えていってさらにアクションに

つなげていこう」ということを目的としたプロジェクトです。先ほどの田口さんの発表でも、

地域に長く関わらないといけないという話もありましたし、調査、研究者が地域に迷惑をかけ

るという話もあり、私も非常に賛同しております。このプロジェクトに関しては、元々この地

域に私自身が関わっていたわけではなく、現地のアジア社会研究所（Asian Social Institute

（ASI））、このマニラにある大学院中心の小さな大学が10年間、リザール州の地域開発のプロ

ジェクトを実施するということで10年くらい関わっている地域でした。たまたま私の知り合い

がそこの先生をしていて、「こんな『フォトボイス』というおもしろい手法があるのだけれど

もやってみないか」という話をしたた時に関心を示してもらいました。実際ASIは地域にず

っと関わっていますので、地域の青少年団、地域の大人の組織、それからASI、外部の実際の

ワークショップを進めるときのファシリテーターなどチームを形成して、その中で皆が合意し

た上でプロジェクトを開始しました。目的や進め方を確認して、「こういうプロジェクトをや

るので参加してくれませんか」というような募集をかけて、カルドナ、ビナンゴナン、アンゴ

ノという 3つの地域から若者22名に参加してもらいました。2008年 9 月から11月くらいの毎週

末ワークショップを開催しました。フィリピンには行かれた方もいらっしゃいますか。フィリ

ピンは飛行機でここから 3時間半、 4時間程度で近いのですが、そこは首都マニラから車で 1

時間くらいです。「ラグーナ湖」という大変大きな湖の周辺にあるカルドナ、ビナンゴナン、

アンゴノというのはこの辺の地域で、隣接する 3つの地域の若者たちに参加してもらいました。

ちょうど日本でいうと高校生から大学生くらいの年齢の若者が中心に22名。ほとんど皆が学校

に通っているので、週末土曜日日曜日にコミュニティセンターに集まってもらってワークショ

ップを行いました。最初は自分たちにいきなり写真を撮ってもらうのではなくて、自分たちの

理想のコミュニティはどういうものかという絵を描いてもらったり、あるいはすでに誰かが撮

った写真を用意して、気に入った写真を選んでもらって、なぜそれを選んだのか、写真がどう

いう表現力があるのかということを認識してもらうワークショップをしてから、実際に参加者

たちにコミュニティの写真をとってもらいました。

　この時はフィルムカメラを使いました。フィルムカメラは今の日本の若者も使ったことがな

いと思いますが、このフィリピンの若者たちも使ったことがなく、フィルムの入れ方から撮り

方まで使い方の講習を行いました。実際にカメラとフィルム 1ロールを渡して来週までに撮っ

てきてくださいとお願いし、撮ってきてもらったものを焼いて、自分の写真を見せながら一人

一人なぜその写真を撮ったのかということ、何を伝えようと思って撮ったのかということを語

ってもらいました。これをグループワークで行いました。地域の良いところ、課題点、改善点

などを写真に撮ってきてくださいとずっとお願いしてきたのです。
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　コミュニティセンターのカルドナ、そしてアンゴノという地域で、またASIがある首都マ

ニラでも写真展を開催しました。写真展開催の目的は、コミュニティの良いところと改善点に

関する自分たちの作品を展示して、若者たちの視点からコミュニティの持続性、よりよいコミ

ュニティにしていくにはどのようなことをしていけばよいのかということを提示してもらうた

めです。たくさんの写真を撮りましたので、どの写真を展示していくのかということも自分た

ちで選んでもらって、「自然」、「未来」、「信仰」、「希望」、「生計」、「開発に関する問題」、「不

安と苦悩」というようなカテゴリーに自分たちで分けて展示をしてもらいました。（資料を見

ながら）これはちょうど選んでいるところです。写真を見ながら、ネガにマークをしていって

一番数が多い写真を展示することにしています。お金もないですので、自分たちでフレームを

作って、会場を自分たちで設営しました。カトリックの国ですので、神父さんが最初の開会の

時に儀式をしてくださいました。実際に参加してくれた若者が作品の前に立っていて、会場で

地域の人を案内するということをしました。

　いくつか写真、作品を紹介します。これは「 3人寄れば文殊の知恵」。「未来」というカテゴ

リーに分けられたものです。「一緒にいると楽しい。たくさんいると楽しい。 1 人 1 人の子供

が自分の考えを持っているので、力を合わせれば希望が生み出されるはずです」という、これ

は写真を撮った若者が自分でつけたコメントです。「かけっこ」、これは「希望」というカテゴ

リーに分けられていますが、「新しい知識、新しい始まりを与えてくれる学校までかけっこし

よう。一緒に世界を変えていく」。「人生の流れ」、「自然」の写真もたくさんあります。地方で、

自然がたくさんあるところなので、こういう自然に関する作品もたくさんありました。「私た

ちの生活はドラマのようです。幸せな時もあれば悲しい時もあります。私たちの生活に私たち

が意味を見いだそうとしなければ意味のあるものとはならないでしょう。ちょうど涼しい風に

吹かれている草のように、私たちも人生の流れに身を委ねなければなりません」というコメン

トをつけています。それからフィリピンは日本と同じように台風が通る地域ですので、台風シ

ーズンになると湖のすぐ近くの地域なのですぐに洪水が起こります。これは「洪水」というタ

イトルの作品ですが、「また洪水だ。これ以上ずぶぬれになりたくないよ。いったいいつにな

ったら終わるのだろう。本当にずぶぬれになるのはもうごめんだ」。この作品は、ゴミ山の問

題です。この地域でもゴミを拾ってわずかなお金を稼ぐ人もいるようで、こういうゴミ山の問

題を指摘している作品もありました。湖に面している地域なので、漁業で生計を立てている家

も多かったのですが、汚染の問題で魚が死んでいくという問題を写真に撮って展示していると

いう作品もありました。

　たくさんの写真があったのですが、写真を撮って展示するだけではなく、ディスカッション

するところがこの手法の非常に重要なところです。その中でいくつか明らかになった、共有し

ていったことを少しまとめています。このプロジェクトに参加してくれた若者たちは、コミュ
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ニティの自然を楽しみ謳歌していてコミュニティの自然の恵みに対して感謝の念を持っている

という部分も確認できました。ただ、どんどんフィリピンも開発されていって、次第に田舎か

ら都会に、伝統的な生活から近代的な生活へ、素朴な生活から複雑な世界へといった変化して

いく自分たちの暮らしに戸惑いを持っているという部分も共有されました。先ほど言ったよう

な、ゴミ捨て、洪水、環境破壊といったコミュニティや個人の生活の中の問題や課題に強い関

心を持っているということも、自分が写真に撮っていくと、他の人も同じような写真を撮って

いるわけです。それを見ることによって自分だけではない、皆が関心を持っているのだという

ことを共有していく。こちらが教えるのではなくて、自分たちだけで気づいていくということ

がグループワークの中で起こりました。友人、家族、信仰などの支えを受けながら、自分たち

の周りに希望の光を見出そうとしているということも分かりましたし、人生の中の困難や障害

を乗り越える鍵は、立ち上がって行動したり、学校で知識を身につけたり、きっちりと人生設

計をたてることだと認識していることも窺えました。このようなことを話し合って、お互いに

共有していく中で、では実際にアクションにつなげていこうということになりました。洪水の

問題に関しては、毎年洪水は起こるので、なんとかしたいという若者の意見もあり、ずっとこ

の地域はASIが関わっていて若者たちだけで行ったわけではないのですが、ASIが中心にな

って行う洪水を防ぐためのに植林の活動に、ボランティアとして若者グループのメンバーたち

が参加したりしました。あるいは湖の汚染で魚が死んでしまうということに関心を持っていた

ので、ではASIと協力して有機肥料「ぼかし玉」というものを湖に入れて水質を改善してい

こうという取り組みが計画されました。あるいはゴミの問題に関しては、市はリサイクルステ

ーションを設ける義務があるのですが、置いていなかったので、若者たちが市役所に訴えにい

ったり、あるいはゴミをその辺に捨てないように自分たちでキャンペーンをしたりと、自分た

ちで計画して実行していくというアクションにつながっていきました。

　もう 1つ、僕の実証主義の研究の訓練を受けた名残りで、いつも計量的な尺度を結構使って

いるのですが、僕がいつもこういうアクション・リサーチ、参加型の調査を行うときに、参加

することによって参加者がどう変化したのかということを常に見ていきたいと。あまりデータ

は集まらなかったのですが、前後で比較すると、この時の対人関係能力がどう変わっていった

のかということを見ています。いろいろなグループワークや、実際に自分たちの作品を観ても

らうことでいろいろなフィードバックをもらう、それが自信になることに関係しているのかも

しれませんが、対人関係能力がアップしているということが分かりました。

　今、紹介したものは「フォトボイス」という一つの手法を使ったプロジェクトです。15年ほ

ど前、2000年前後くらいからフォトボイスを生み出されたWang先生などがいる公衆衛生の分

野、普段私が専門にしているソーシャルワークの領域では、CBPR、Community-based 

participatory action researchがだんだん注目されるようになってきています。当事者が、コ
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ミュニティの人たちが調査に主体的に参加していくという、研究者と一緒になって調査をして

いくという考え方は昔からありますし、別に公衆衛生やソーシャルワークだけではなく、開発

の分野、社会学、コミュニティ心理学とかいろいろな分野で昔から行われているのですが、そ

れを取りまとめて、2000年前後から北米の公衆衛生やソーシャルワークの分野ではCBPRと

言われています。ちょうど私が2013年 8 月から2014年 8 月まで在外研究期間をもらってUCバ

ークレイに行っていたのですが、そこの公衆衛生の先生がCBPRのアメリカの第一人者でし

たので、その先生の下について 1年間勉強させてもらいました。

　CBPRの定義は、「コミュニティの人たちのウェルビーイングの向上や問題・状況改善を目

的として、リサーチのすべてのプロセスにおける、コミュニティのメンバー（課題や問題に影

響を受ける人たち）と」、場合によっては実践家もここに入ると思うのですが、「研究者の間の

対等な協働によって、生み出された知識を社会変革のためのアクションや能力向上に活用して

いく、リサーチに対するアプローチである」とあります。リサーチの手法というよりも、どう

いう姿勢で調査研究を行っていくのかということがCBPRだと思っています。

　昔からこういうアクション・リサーチや参加型の調査というものはあります。資料に書いて

いるように、アクション・リサーチの先駆者と呼ばれるクルト・レヴィンなどの流れを汲む、

調査によって得られた知識を実践に活用していくということが強調される北の系譜です。AI

（Appreciative Inquiry）、ソフト・システム・アプローチ、アクション・サイエンス、アクシ

ョンラーニングという手法がここに入ると思います。あるいは南の系譜といわれるのは、開発

学だとかでよく用いられるものですが、ブラジルのフレイレなどの考え方に影響を受けたエン

パワー型のアクション・リサーチや、開発の分野に使われるPLAの手法や、フェミニスト・

リサーチ、あるいはエンパワメント評価、日本では草郷さんなどが取り組まれているような水

俣などで発展していった地元学などもこの系譜に入るかと思います。こういった幅広いものを

含むものがCBPRだと私は理解しています。CBPRはあくまでもリサーチに対するアプローチ、

手法なので具体的なライフヒストリーやエスノグラフィー、質問紙調査というリサーチ手法と

いうよりも、ある意味、例えばライフヒストリーを使っても、質問紙調査を使っても、実験計

画法を使ってもいいと思うのですが、手法ではない。それよりも重要なことはCBPRの理念

に沿って調査研究は行われているのかどうかということだと思います。

　では、それがどういうことなのかということをまとめたものがこの図（資料p12）です。ち

ょっと小さいので抜き刷りでお配りしたものの方が見やすい、これも小さいですね。抜き刷り

の方は14ページに同じ図を載せています。CBPRの原則を真ん中に書いています。コミュニテ

ィと協働していくということ。そして、ソーシャルワークをやっていると問題に視点をあてが

ちなのですが、ストレングスや地域の資源を尊重してそれを活用していくような方向で活動し

ていきましょうと。平等で協働のパートナーシップをコミュニティと研究者、あるいは大学が
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結んでいくことが重要です。それから、先ほども言いましたが、一方的に研究者が学んでいく

のではなくて、コミュニティの人たちもそのプロセスの中で何かを学んで能力を開発していけ

るようなことが重要です。そういうプロセスであるべきです。リサーチとアクションを統合し

ていくべきだとか。その研究によって得られた、分かった、明らかになったことを一般化する

ということももちろん重要なのですが、それ以上に地域に固有の役立つような知識を生み出し

ていくということが強調されます。あるいはここに書いているように、パートナーシップを形

成していろいろな現状評価からリサーチデザイン設定、ずっと実際にデータ集めて分析して、

それ基にアクションを計画して、それをさらに評価していくというこのすべてのサイクルにコ

ミュニティの人たちに参加してもらう、一緒にやっていくということが重要だということです。

結果に関しては、僕は今までこれができていなかったので、これから頑張ってやっていこうと

いうところなのですが、例えば学会発表、論文にまとめるときに、研究者だけではなくて地元

の人にも共同発表者、共同研究者として入ってもらう。もちろん結果を使ってそれをどう活か

していくかということに関しては当然コミュニティの人も入ってくるのですが、そういう部分

でも協働でやっていくということです。こういうプロジェクトをやろうと思うと長期にコミュ

ニティに関わっていくということがどうしても不可欠になっていきます。もう 1つは最後に書

いています。とはいうものの、コミュニティの人たちに入ってもらうのですが、研究ですので

やはり科学的な厳格さ、妥当性、適切性の向上というものは意識しながらやっていくというこ

とが非常に重要であるというようなことも言われています。これが全体のCBPRの流れです。

この中でアクションやアドボカシー活動につなげていって、社会変革を目指すのですが、この

全体のプロセスがまさにコミュニティオーガナイジングのプロセスだと言えると思いますし、

このプロセスを通して参加者たちがエンパワーされていくというようなものがCBPRと思い

ます。

　CBPRというものが一体何かということを本にまとめました。こちらの本はフィリピンで行

った戦争被害にあった別の村で同じフォトボイスという手法を使ってまとめたものです。もし

関心あればご覧ください。

　最後に日本の大学にとっての、CBPR・アクション・リサーチの有用性について、先ほどの

田口さんの話にもありましたが、大学が社会的責任ということでコミュニティにいかに貢献し

ていくのかということが今問われているのかと思います。その際に、研究者の関心のあること

というものはもちろんあると思うのですが、コミュニティに入っていくときに、いかにコミュ

ニティの人たちのニーズに合ったリサーチの問い、研究の問いというものが設定できるのかど

うか。CBPR、アクション・リサーチを用いると、リサーチの問いをたてる部分から一緒に考

えていく、実施していくということですので、本当にコミュニティの人たちのニーズに適合し

た調査研究ができるのではないでしょうか。先ほども言いましたが、そのプロセスの中で研究
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者だけが何かを得るのではなくて、コミュニティの人たちも例えば調査の手法や、どうすれば

advocateしていけるのか、コミュニティオーガナイズをどうしてやっていけばよいのかとい

うことを学ぶ機会になるということです。当然、コミュニティの人たちに入ってもらうので、

より適切なアクション、介入を構築できます。一方的に研究者がたてるのではなくて、一緒に

考えていくということでより役立つアクション、介入が構築されていきます。そういうふうに

協働していくことによって、コミュニティと大学の間の良好な関係が生まれていきます。科学

性の観点から言うと、いろいろな部分でコミュニティの人たちに入っていってもらうので、聞

き方、インタビューの仕方、あるいは調査手法のことに関しても、「こういうふうに聞いた方

がよい」「こういう文言を使った方がよい」ということが分かるので、文化的適合性、信頼性、

妥当性の向上にもつながっていくでしょう。こういうふうにリクルートしたほうがいい、こう

いう文章を書いた方が参加してもらいやすい、こういう手法を使った方が参加してもらいやす

いということでリサーチへの参加率、質問紙・アンケートなどの回収率も高まっていくでしょ

う。結果の解釈の部分に関しても、統計的な分析をするような場合にはなかなか入ってもらい

にくい場合もあると思うのですが、少なくとも分析の結果をどう解釈していくのかという時に

コミュニティの人たちに入ってもらうことによって、より解釈の質が上がっていくというよう

なことが言えると思います。

　ただ、先ほどの田口さんのお話にもありましたが、では、どんどん、どんどん大学がコミュ

ニティに入っていって、研究ばかりすればよいのかというと、なかなか難しくて、もちろん研

究の目的に適合していなければコミュニティの人たちに参加してもらうことは難しいと思いま

す。また、研究者がやはりどういう考えを持っているのかということです。学生もそうですが、

研究者が安易に入っていくことによってかえってコミュニティに迷惑をかけるということもあ

りますので、研究者の適合性も重要です。そして、コミュニティに受け入れ体制ができている

のか、やりたいと思っているのかどうか、こちら側の大学がやりたい、研究者がやりたいと思

っていても当然コミュニティの方は「今はちょっといいです」という場合もあるわけです。そ

ういう所に無理矢理行くとよい結果はいずれにしても出ないので、コミュニティとの適合性も

重要だと思います。また、研究組織や助成団体との整合性。これも大学も例えば 1年間の研究

費がついた場合、 1年以内に研究を終えて、研究成果を出さなくてはいけません。コミュニテ

ィに入っていくと長期間かかるわけですから、すぐに論文化につながるだろうか、結果が出て

くるだろうかとなかなか難しいので、その辺どこまで理解してもらえるのか。あるいはコミュ

ニティの人たちが調査に主体的に関わっていくことをよしとするのかどうか。場合によっては

それを研究ととらえられないということもありますので、そういうところに受け入れてもらえ

るのかどうかということも問題です。そして、物理的な可能性。時間もかかりますし、場合に

よっては費用もかかります。人手もたくさん必要です。すべての場合にこういう手法が使える
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かどうかというと、なかなか難しいところもあります。

　では、どうしていけばよいのでしょうか。突然、「トランスフォーマティブの研究パラダイム」

と資料に書いていて、この抜き刷りにも少し書かせてもらっていますが、実践と調査を統合し

ていくような研究のパラダイムです。僕はもともと実証主義の訓練を受けてきたと言いました

が、実証主義などは、現実というものは 1つしかない、それを調査、アンケートなどを使って

その 1つの現実を明らかにしていくということなので、できるだけコミュニティに影響を与え

ずに調査していこうという考えですが、そうではないと。それぞれの人たちの現実というもの

があるので、それぞれの人たちの現実を理解していこうというものが、社会構成主義、構築主

義と言われるものですが、トランスフォーマティブの研究パラダイムというものはさらにその

上を行って、それぞれの現実というものが並列に並んでいてやはりどうしても力の持っている

人の現実が強くなってしまう、それによって当然弱い立場に置かれている人たちが生まれてき

ます。だったらそれを治していこう、それぞれの現実はあるのだけれども、それを変えていく

ような、トランスフォームしていくようなことが研究者に求められているのではないか、そう

いう姿勢で研究をやっていこうというものが、トランスフォーマティブな研究パラダイムなの

です。そういう研究パラダイムがあるのだということを少しずつ大学や学会でも理解していっ

てもらう必要があるのかと思います。多様な研究方法論というものも同じようなものです。先

ほどの裏返しですが、長期にわたる研究へのサポート。助成金、研究費のこともそうですし、

論文にまとめるのにも非常に時間がかかると思いますので、そういうことを理解してもらうこ

ともとても重要だと思います。これも同じことですが、それぞれに対する学術的な評価。組織

での昇進、あるいは学術誌での掲載なども少しずつ取り上げてもらうように働きかけることも

重要だと思います。ちょうど先週、東京で「日本ソーシャルワーク学会」があり、参加してき

ました。室田さんがパネリストで来られていましたけれども、その日本ソーシャルワーク学会

でも、午前中の基調講演、午後のシンポジウムの中で、市民などの当事者の方が参加して支援

関係を作っていくことが学会のテーマになっていました。少しずつ日本の学会でもそういうこ

とが取り上げられるようになってきたので、だんだん少しずつ評価されていっているのかとは

思います。そういう動きがますます必要かと思います。

　最後、これはどちらかというと研究する側なのですが、コミュニティに入っていく研究者が

もちろんどういう姿勢で入っていくのかということが非常に重要です。それと同時にやはりき

ちんとした科学的な厳格さや、先ほど紹介したCBPRの原則、協働で取り組む、上から目線

でやっていかない、ボトムアップでやっていくというような姿勢でコミュニティに入っていか

ずにいきなりどんどん調査をしていくとコミュニティとの関係も悪化します。学会などできち

んと評価されない、CBPR、アクション・リサーチに対して学術的に意味がない、低いものだ

と見られてしまうと、せっかく注目されているもの台無しになってしまうので、やはり行うか
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らにはきちんとした科学的な厳格さというものはしっかり持って行っていくことが重要だと思

います。以上です。

草郷氏：早速、武田さんのプレゼンに関して質問等ありますか？いかがでしょうか？この辺を

もうちょっと具体的に説明してくださいというようなことはないでしょうか？

宮本氏：たくさんありますが、一つはCBPRの主語が誰なのかということと、CBPRの中の

participative、participateの主語は何なのかということを伺いたいです。

武田氏：とても幅広いのです。基本的にはコミュニティの人たちの参加ということなのですが、

多分いろいろな考えがあると思います。例えばソーシャルワーカー、看護師、あるいはNPO

のスタッフ、そういう人たちに参加してもらうということも結構ありますし、実際に例えば地

域の高齢者、障がい者の方といった当事者に参加してもらう場合もあると思います。両方が一

度に参加するものもあるのですが、全部含めてCBPRと言っています。研究者だけではなくて、

実践家が参加する場合、あるいは実践家のサービスを受けるような利用者、そういう人たちの

参加。どちらかというと北の系譜と南の系譜というものは、北の系譜は実践家という意味が強

く、南の系譜のほうはコミュニティの人たち、サービス利用者という意味が多いかと思います。

宮本氏：CBPRの主語というものは、基本的には研究者ですか？

武田氏：主語は協働だと思います、一緒にやっていくということ。アクション・リサーチ、ク

ルト・レヴィンなどが言っているようなものはどちらかというと、入ってもらうけれども研究

者主体にやっていくというようなことがあると思うのですが、フレイレが言っているような考

えでは、一緒にやっていく、あるいはどちらかというとコミュニティの人たちが主体になって

いく。それをサポートするような開発の考え、参加型開発というようなものに近くなります。

CBPRの原則というものを全て完璧に満たしている研究はないと思います。僕も向こうで授業

を聴講していましたが、それに近いような事例もありますが、CBPRと言いながらも、研究者

主体にやっていて一部入ってもらっているという部分もたくさんあります。

中村氏：目的のところであったように、「フォトボイス」の手法は最初のとっかかりのような

もの、一番はじめにグループで地域や活動などに参加していけるものかと思います。そういう

手法というものは時間の経過の中で何度かやってみるということもありますか？
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武田氏：いろいろな使い方ができると思います。絶対こうでなくてはいけないということはな

いと思います。とっかかりでやってもらってまた別のプロジェクトにつなげていくことも可能

だと思いますし、ずっと取り組まれている中で最後に何かアクションにつなげていくためにこ

れを行っているということも可能だと思います。いろいろな使い方ができると思います。

中村氏：最初のとっかかりで取り組み、何らかのアクションを起こしていって、またもう一度

やってみる、

武田氏：そうですね、やってみるという。CBPRがアクション・リサーチのサイクルなので、

1回で終わる場合ももちろんありますが、繰り返し行っていくのでいろいろな手法を使ってい

くのもよいと思います。ある時はフォトボイスを使って、その次はまた別の手法を使って、サ

イクルで実施して、最終的にはコミュニティが改善していくという方向にむけばよいので、い

ろいろな場面で使えると思います。実際、東北の被災地の写真を使って調査しているグループ

もあるようですし、「BIG ISSUE」もフォトボイスとは言っていませんが、ホームレスのおっ

ちゃんたちにカメラ渡して写真撮ってもらって、写真展を実施したりしています。そういう手

法はあちらこちらで、フォトボイスとは呼んでいなくても使われています。

室田氏：今のことに関連して。武田さんがおっしゃるような、科学的厳格さを担保しながらも

アクション・リサーチとしてコミュニティ構成をすると考えた時に、去年宮本さんとスコット

ランドの国際学会でたまたまご一緒したのですが、そこでフォトボイスを使った学会報告の発

表を聞いて、非常に違和感がありました。それでは、やはりWangの方法を、論文を参考にし

ながら、厳格に、ちゃんとした方法に則ったフォトボイスを行っていますというところを強調

されていたのです。それによって科学的な厳格さが担保されて、研究としての信頼性が担保さ

れると思います。しかし、ある意味、方法にこだわりすぎているのではないかと思うところも

あり、それによりそこに参加している人たちは少し別の方法をクリエイティブにできたかもし

れないけれども、研究者としては、そうすると今度は「科学的な厳格さが担保できなくなるか

ら、そこはちゃんとWangのやり方に則ろうよ」というようなことがあるのかと、報告を聞き

ながら勝手に思っていました。本当にこれはいいアクションなのかと思ってしまったのです。

その辺を武田さんが関わる中で意識されたこと、そういう違和感はなかったのかを教えていた

だければと思います。

武田氏：僕は、手法はコミュニティに合わせて変えてくべきだと思います。たまたまフォトボ

イスを提案して受け入れてもらえましたけれども、受け入れてもらえなければ他の手法を使っ
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た方がいいと思っています。フォトボイスの方法に関しても、絶対こういうふうに進めなけれ

ばいけないということはないと思います。それに、科学的な厳格さとは、Wangが言う通りに

やるから科学性が担保できるというものではなくて、例えば参加者の意見を取り入れて進め方

もこう変えることによってより質の高いデータを得られる等ということが科学性の担保につな

がっていくと思うので、絶対マニュアル通りに実施するということではないと思います。そこ

は次元が違うのかと思います。ただ、おっしゃったように、研究者が「科学性を担保するため

にこういう手続きをしたほうがよい」ということと、コミュニティの人たちが望むものが違う

場合には、確かにぶつかることはたくさんあると思います。そこは折り合いをつけていくしか

ないでしょう。コミュニティの人たちの言葉を全面的に受け入れると全然研究として成り立た

ないという部分もあるので、そこは折り合いをつけていく必要があるのかと思います。お互い

が妥協していく、歩み寄りというものは必要だと思います。

松井氏：フォトボイスについてお聞きいたします。 2 ページ目です。「82点の作品を以下の 7

つのカテゴリーに分けて」と書いてありますが、この 7つのカテゴリーというものはどういう

かたちで設定されるのですか？

武田氏：これは参加者たちが自分たちで選んだものをカテゴリーに。KJ法のようにして、「で

はタイトルをどうしようか」という。ここのカテゴリーはこうしようということで。

松井氏：最初に撮りに行くときに、どういうところを撮るかで、コミュニティの良いところと

改善点に関する、という話がありますが、こういう指示もするのですか？それとも自由に撮っ

てくださいとするのですか？

武田氏：この時は、最初の 1 ロール目は自由に撮ってもらったかもしれません。「コミュニテ

ィの写真を撮ってください」とは言ったと思いますが。最後は展示していくので、「改善点や、

自然のよいところを撮ってください」という指示をしました。

松井氏：どうもありがとうございました。

高瀬氏：フォトボイスの研究は非常に興味深いのですが、やはり科学的厳格さということから

すると、アクションがそこで行われていることから、今、松井先生から言われたような、撮影

に関する指示や、 7つのカテゴリーに分ける時に、研究者の側からのアクションがあるのでは

ないでしょうか。その点についてはどのように厳格さを担保されているのでしょうか？
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武田氏：それは難しいです。全く影響を与えていないことはないです。多少は意見を言います。

ただ、研究者もそのプロジェクトの一員なので意見を言ってもよいと思います。そこで協働で

一方的にやるのではなく、提案はしますが、若者たちがのってこなければならないので、一参

加者というような位置づけで参加していくべきかと思います。CBPRの中ではお互いが持ち寄

れるものは違うと考えるので、研究者としての視点で提案をして、コミュニティの人たちから

自分たちの視点で提案してもらう。それをうまくミックスしていくということがCBPRの基

本的な考え方だと思います。

高瀬氏：要するに、研究として出されるときには、研究者側からこういうアクションを起こし

たと記述して出されるのでしょうか？

武田氏：そうです。どこまで関わったのかということがもちろん。

松井氏：関連ですが、カテゴリーに分けるKJ法のような形だということですが、それぞれの

カテゴリーの関連性ということで大きな物語のようなものは感じましたか？

武田氏：それはこの時にはしていないです。全体としては、スライドで見せましたが「こうい

うことが分かりました」と。カテゴリーが 7つに分かれた意味というところまでは深くは分析

していないです。

岡氏：フォトボイスで参加しているのは若い人たちですね。若い人たちを選ばれたのは、その

後の実践に移す時の活動力、行動力などを思っておられるのかと思うのですが、そうすること

によって偏りが出ますよね。そのこと自体は本当に実践してよいものかどうかということは、

もっと広く見なくてはいけないのではないかと研究者的には思うのです。私たちが実施する場

合には、例えば地域に対してインセンティブを与えるなど、フォトボイスというか、子供たち

に写真を撮らせて皆でそれを見て考えるなど、そういうイベントとしてとらえることは効果的

だと思うのですが、こういう場所でやるときに誰にでも聞くというわけにはいかないですよね、

できる人とできない人がいるわけですし。できてきた結果も、動かせる人と動かせない人がい

るし、そのあたりの相手の選び方と結果の抽出の仕方のコツのようなものはあるのですか？

武田氏：先ほども言いましたが、絶対フォトボイスでないといけないということはないので、

目的を何にするかということと、手法を、
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岡氏：これは何が目的だったのですか？

武田氏：これは若者たちに何かアクションをしてもらうということ。

岡氏：若者たちはもともとターゲットだったわけですね。

武田氏：そうです。

岡氏：なるほど。例えば老人だったらどうするのですか？

武田氏：先ほどちらっと見せた戦争被害にあった村の場合は、おばあさんたちと若者たちが一

緒にフォトボイスを行ったのです。

岡氏：セットにして。

武田氏：それは戦争被害を受けた経験を写真に撮ってもらって、それをおばあさんたちから若

者に語り継いでもらうという目的もありましたので、一緒にしてもらったのです。今日はフォ

トボイスの話をしたのですが、CBPRはフォトボイスだけではないのです。PLAという皆が

大人から子供まで参加してもらって、参加型でマップを作ったりするということもできますし。

今、僕が日本で子供を出産した外国籍のお母さんたちに調査を始めているのですが、それは当

事者の人たちに参加してもらっています。アンケート、質問紙調査をしようと。

岡氏：それは相手、相手によって

武田氏：そうです。なぜアンケートにしたかというと数が欲しい、行政に対して訴えていきた

いということで量的なデータが必要なのではないかということで、今回アンケート調査をしよ

うとなっているのですが。目的など参加者が望む、関わりやすい手法を考えていくのかと思い

ます。

岡氏：聞きそびれたのですが、「IPR」、対人関係能力。これはどうやって測ってどういうもの

なのですか？

武田氏：Inter Personal Relationship scaleかなにかということで15項目くらい質問があってそ
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れをライカートスケールで答えてもらいます。ワークショップを始める前に答えてもらい、全

部終わって写真展が終わった時にもう一度答えてもらいます。

岡氏：これは簡単な質問なのですか？

武田氏：そうです。

岡氏：学生がそういうものに参加する前と後にやったら、

武田氏：使えると思います。

岡氏：使えるかなと。測るのはとても難しいと思うのですが、こういうのは面白いですよね。

草郷氏： 1つだけよろしいですか？フォトボイスをかけたあと、内生化する。つまり、取り組

みをもう一度やってみようと自分たちの地域で引き受けた、そういうふうに地域のものとして

ツールが使われるようになった事例はあるのでしょうか？

武田氏：フォトボイス自体ですか？

草郷氏：どういう形であったとしても。

武田氏：ちょうどこのプロジェクトではASIが関わってくれて行ったのですが、ASIがとて

も気に入ってくれて、コミュニティに根付いたというよりもASIに根付いて、ASIが別のプ

ロジェクトをやっていくということでつながっていっています。

草郷氏：なるほど。それは成果ですね。ということで、いったんここで休憩をいれてよろしい

ですか？本当にどうもありがとうございました。

　お二人のプレゼンテーションではかなり共通する部分があります。アクション・リサーチと

研究、あるいは研究者とアクション・リサーチとの関係についても、さまざまなツールとして

のアクション・リサーチ、これらの活用の仕方、活かされ方などです。アクション・リサーチ

ャーのマジシャン的役割の部分も気になりました。アクション・リサーチが必要なのかどうか。

そのボトルネックは何なのか。を考えてみたいと思います。 1時間あるので、皆さんからのご
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意見をいただきながらできるだけお二人のプレゼンテーションにつながるような形で意見交換

できればと思いますし、武田さん、田口さんには引き続きいろいろ発言をしていただきたいと

思います。よろしくお願いします。
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関西大学　経済・政治研究所　市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班
H27年度第 1回研究セミナー

「意見交換・まとめ」

参加者： 田口太郎 氏（徳島大学総合科学部　准教授） 

武田　丈 氏（関西学院大学人間福祉学部　教授）   

草郷孝好 氏（関西大学社会学部　教授）   

松井修視 氏（関西大学社会学部　教授）   

岡　絵理子 氏（関西大学環境都市工学部　准教授）   

室田信一 氏（委嘱研究員・首都大学東京・都市教養学部・准教授）   

宮本　匠 氏（委嘱研究員・兵庫県立大学・防災教育研究センター・専任講師）
日時：平成27年 7 月28日㈫　14：30～17：00
会場：児島惟謙館 2階 第 2会議室

草郷氏：後半は全体で意見交換をしたいと思います。この研究班を立ち上げた一つの理由は、

研究者が社会貢献、言い換えるなら、社会や地域と関わる、地域とつながる、地域の人たちと

友達になるなどいろいろあると思います。アクション・リサーチはその方向を目指していると

言っても、やっていいことと、やっていけないことのようなことがたくさんあるではないでし

ょうか。お二人の話を伺っていて、そろそろしっかりと整理しなくてはいけないと思ったのは、

研究としてのアクション・リサーチとは何なのか。アクション・リサーチという名前をつけた

研究班を立ち上げたのですが、お二人のプレゼンテーションでも、「アクション・リサーチ」

という言葉を使っていいのかなというコメントがありました。たとえば、武田さんの場合も

「CBPR／（スラッシュ）アクション・リサーチ」としている。実のところ、このメンバーは面

白いことに「アクション・リサーチって何ですかね？」とずっと思っているという。何を隠そ

う私自身も「アクション・リサーチ」という言葉を使っていますが。最近では、「草郷さんが

やっていることは『アクション・リサーチ』ですね」と言われたことから「ああ、そうなので

すか」ということが始まりで使っているのであって、いまだに確信を持っていないところがあ

るのです。こんなことを所長の前で言ってはまずいのかもしれませんが。その辺をちゃんと確

かめて、形としてアクション･リサーチを見ていけるかようになるのかどうかのヒントになれ

ばと思います。まずは、その辺を最初のテーマとして取り上げたいと思います。研究としての

アクション・リサーチ、あるいはアクション・リサーチの研究としての可能性について、田口

さんどうでしょうか？「アクション・リサーチという言葉の意味って何なのか、よくわからな

いけれど、ここに来ちゃったよ」というような感じでしょうか。
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田口氏：僕が先ほど報告したものはアクション・リサーチなのでしょうか？ということなので

すが。

草郷氏：そこからいきましょうか。

田口氏：どうなのでしょうか？僕は実践をしながらやるということが、ただリサーチの部分は

どうなのかということは当然あるのでしょうが。僕も正直「アクション・リサーチ」という言

葉をほとんど使ったことがありません。実践かと思っているのですが。

草郷氏：宮本さんに聞いてみましょうか。宮本さんの博士論文のタイトルには「アクション・

リサーチ」が入っていますよね。

宮本氏：アクション・リサーチですよね。僕の先生の先生にあたる人は、アクション・リサー

チの祖と言われている、クルト・レヴィンの研究を戦後の日本に導入した三隅二不二（みすみ

じゅうじ）という人なのです。三隅先生の非常に有名な研究というものは、リーダーシップ研

究でPM理論というのですが、戦後の日本がこれから経済成長していこうという時に、アクシ

ョン・リサーチとして、リーダーシップを測るわけです。PMはperformanceとmaintenance

なのです。企業に入っていって、それぞれの上司のリーダーシップを、performance機能が高

いものとmaintenance機能が高いもの、そのどちらも高いもの、どちらも低いもののように

分けて評価し、その結果をフィードバックして上司が「俺はこんなふうに部下に思われている

のだ」というようなことを共有しながら、よりよいリーダーシップを高めていこうということ

をしてらっしゃったのです。何を言いたいかというと、その当時にアクション・リサーチが求

められていたものと、現代のアクション・リサーチというものは違うのであろうと、自分が研

究してきたことと先生の先生に当たる人の研究を見て思いました。当時、社会の中で企業の中

で、「よりよいリーダーシップなるものがあって、よりよいリーダーシップを高めれば俺たち

の企業はよくなるのだ」という信念が共有されていた時代だと思うのです。だからリーダーシ

ップについての専門知識を持っている研究者が喜んで受け入れられるし、それこそ対等なパー

トナーとして、研究者と現場の人が一緒に取り組めたと思うのです。でもそれは今の文脈で置

き換えた時に、僕がずっと研究してきた新潟の復興のことなどを考えれば、まずアクション・

リサーチが始まる前段の対等なパートナーになり得る主体がまず先方にないというか、それこ

そ田口先生の中で言えば「ネガティブな住民」や「右肩下がりの」という言葉がありましたが、

「これさえ高めれば俺たちの社会がよくなるはずだ」という例えば先ほどのリーダーシップに

あたるようなものが社会の中でまずなかったり、そもそも自分の地域の生活や、もう少し広げ



296

た社会に対して自分たちが何か関与できるはずだという感覚があまりなかったりします。主語

が誰かということも当然大事なのですが、主語になり得ていないというところがある気がしま

す。と考えると専門的知識でそれを現場に還元することで現場がよくなっていくという時代の

アクション・リサーチもあると思うのですが、そうではなくて、何らかの実践活動に当事者の

人たちが当事者化していくというか、主体になっていくということを支えるアクション・リサ

ーチというものが多分現代の 1つの課題になるのかと。そう考えた時にそれはどのような特徴

を持っているのか。僕自身が外部支援者が復興の中で能動的な関わりよりも受容的な関わりを

持つことが大事ではないかと思っていたのは、やはりその主体化する、当事者化するというこ

とに意味があると思っていたからだと思います。今日の田口さんの中の、「デザインの完成度

が高すぎるものを投げられても辛い」という話も、結局当事者の人が関われる余地を残したも

のを投げるから、つじ体操もこれから発展していけるというところを持っているわけですよね。

主体化するというところに、アクション・リサーチがどう貢献できるかと考えるときに、その

ツールもPM理論に基づいた調査紙を、ただ配るのではなくて、そのツール自体も一緒に作っ

ていくようなところが現代のアクション・リサーチにはあるのではないかと。

田口氏：多分それが現代のアクション・リサーチなのではなくて、現代は、それも必要になっ

てきている。昔はベースが基本的にできあがっているというか、今、宮本さんがおっしゃった

話で言うと戦後復興をしていかなくてはならないというと、将来像がある程度ビジョンとして

描かれるわけです。戦後のどん底からアメリカが 1つの目標にあって追いつけ追い越せと。今

は成熟化して、言ってしまうと、場所によっては諦め感やしらけムードがある社会の中で、そ

のしらけムードから 1つの基盤を作るところから、僕の場合は「計画」と言っていますが、計

画対象になってきている。今まではある程度基盤があって、その人たちが何をするかという方

向だけを決めればよかったのが、今は基盤もない。結局我々が関与しなくてはいけないこと、

社会運動が対象とする範域自体が大幅に広がっていて、担い手づくりからやらなくてはならな

くなってしまった。担い手づくりの人たちに対してとても専門性の高いプロフェッショナルな

知見を提供してもピンときません。僕はよくそれを「温度差」という言い方をするのだけれど、

温度差を自覚したアプローチのようなものが必要なのです。変わったというよりも増えたとい

う感覚がします。

宮本氏：その辺について、ここで武田さんにお聞きしてみたいのは、元々をたどれば、南の系

譜の中で出されているフレイレのようなアプローチは、元々そういうところにあったと思うの

です。彼は「主体になる」や「意識化」という言葉を使っていますが、被抑圧者と言われてい

るような本当に非常に貧しくて圧倒的な格差もあり差別もありという状況に置かれた人たちが、
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ほぼ絶望に近い状況の中で、でもその人たちが「いやいや、俺たちこそ、社会を変えられるの

だ」と自分たちの状況を見えるようにしていったり、それを通して共有して、グループになっ

ていったり。それを支えていたのが元々のアクション・リサーチの源ではないかと思うのです

が。

武田氏：ですので、南の系譜と北の系譜に分けて説明いたしました。アクション・リサーチと

いう言葉をフレイレは少し使っていますが、アクション・リサーチは、クルト・レヴィンのも

のが最初と言われています。彼のものは組織をよりよくしていくということがあって、実践家

の人に入ってもらう部分もあるのですが、研究者主体でやっています。研究成果を実際に組織

改善につなげていくということがメインです。ただアクション・リサーチもいろいろな使われ

方をしていて、今もいろいろな意味で使われていると思うのですが、どんどん広がっていって

その中にフレイレの考えなども含まれるし、開発の分野でずっと使われているようなコミュニ

ティの人たちがどんどん入っていって主体になっていくものも含まれます。別にアクション・

リサーチという名前で呼ばれていなかったかもしれないけれども、ずっと昔から使われている。

だんだん統合されていって、ある人はそれを「アクション・リサーチ」と呼んだり、ある人は

「CBPR」と呼んだりという形になっているのかというふうに思います。

草郷氏：研究とアクション・リサーチという時に、例えば、武田さんの最後のスライドに「実

践的研究に対する学術的評価（組織での昇進・学術誌での掲載）」とありますよね。宮本さん

は「アクション・リサーチ」というタイトルをいれた博士論文をスパっと仕上げられた。これ

は非常にユニークだと思っています。多分アメリカであってもそんなに多くはないですよね。

同じような壁を抱えているわけなので。研究者主体のグループですから、それが果たして問題

なのか、問題ならばそれを無視していいとなるのか。その辺について皆さんの意見を拾ってい

きたい。このミーティングのよいところは、皆分野がバラバラなこと。それぞれの学会等で実

践的な報告をした時にどういうレスポンスがあったとか、その辺の具体的な事例も含めて出し

合えたら面白いと思うのですが、どうでしょうか？

武田氏：博士論文で「アクション・リサーチ」が認められたりしているので、だんだんそうい

う方向に動きつつあるのかなと感じています。先ほどの発表の時にもお話したように、ソーシ

ャルワーク学会で取り上げられたり、 2年前のコミュニティ心理学会で僕も呼ばれて「フォト

ボイス」の発表を行い、シンポジウムでパネルディスカッションをしました。また、去年のコ

ミュニティ心理学会では、プレカンファレンスワークショップでフォトボイスが取り上げられ

たりという動きがあります。その中で、アクション・リサーチという言葉が使われているかど
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うか、使われていない部分もたくさんありますが、フォトボイスだけではないですが、いろい

ろな当事者が参加していく、研究と当事者の人が一緒に参加して実践していくということが、

少しずつ日本のいろいろな分野の学会でも取り入れられつつあるのかとは思います。田口さん

がおっしゃられていたように、若い人は抵抗がだんだんなくなってきています。問題は、僕ら

から上の世代の人が、特に古いパラダイムでの研究手法、研究のやり方を刷り込まれている人

たちはなかなか新しいものをうまく受け入れられないというところがあるので。それも何年か

したら皆中心から離れていくので、そういう意味では受け入れられやすくなっていくのかとは

思いますが。

草郷氏：僕は意外とそこの壁が厚いと思うのです。なぜなら、その問題の根本には科学性だと

か、サイエンスというのは何なのかというところにあるわけです。でも明らかにアクション・

「リサーチ」という言葉を使っているように、それはサイエンスだと思うのだけれどという程

度だと相手が納得しません。その辺の課題を越えないといけないという意識が強いので、あえ

て、チャレンジングに言わせてもらいますね。

武田氏：アメリカで、UCバークレイのCBPRの第一人者のMinklerという先生についていた

のですが、彼女などはそれを非常にCBPRの科学性を強調するのです。Public Healthの先生

ですが、元々そんなCBPRを専門としていなかったのですが、だんだんコミュニティに入っ

ていく中で、黒人の貧困層の人たちや、Public Healthの中でも格差が生まれている弱い人た

ちの方に活動に参加していく中で、こうした格差を訴えていくために実践的な研究に取り組ん

でいくのだけれども、なかなか研究費をとるのもとても大変だと。特にアメリカは調査をする

時に、例えば「参加者にお金を払うな」などの倫理的な問題がないかどうか確認してもらわな

くてはならず、一緒に研究主体側に入ってもらうことにとても厳しいのです。そこで彼女は「こ

れは科学なのだ」ということを、いかに当事者が参加することがどう科学的厳格さにつながっ

ていくのかを非常に強調されていました。そういう活動というものは日本でも必要なのかと思

います。

草郷氏：田口さんどうですか？田口さんも研究室の時代も含めてさまざまな実践というか、経

験をお持ちですから。

田口氏：先ほどもトイレで宮本さんに話していました。たくさんの実践をしてきたのですが、

1本も論文になっていないなということで、それが 1つ課題だと思っているのです。 1本の論

文にもなっていない、ということはなぜだろうというと。やったことの評価検証ができないと
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いうことが、結局それがどういう意味があったのかということが、当事者が研究すると、評価

軸の設定自体も恣意的になってしまうなどというところがあります。ただ、建築、都市計画と

いう分野は実績が評価されやすい分野ですので、まだ一応生き残っていけると思うのですが。

先ほど先生がおっしゃっていた、組織の昇進などいうと業績評価にはそこは一切入らないので、

あるとすれば実績を買われてあちらこちらに呼ばれて講演するくらいしかないのです。それは

ただ本来的な評価の基準ではないので、そこはどうするかと、ちょっと難しいと思います。

岡氏：この学会はとてもそういう悩みが大きくて、まちづくり、

草郷氏：この学会というのは、建築学会ですか？

岡氏：都市計画学会も、建築学会もほぼメンバーは都市計画をやっている人は同じなので、そ

ういう人たちがまちづくりの実践家が論文を出してくると「これはこの人しか知らないことだ

から」と。特別な立場、検証できるということです。工学論文なので誰でも検証できるという

ものが大事だと言われています。まちづくりでそこで起こったこと、あるいは実践的に取り組

んできたことは再現性のない研究のためこれに関してはまず論文にしないという、長い間の伝

統があります。あえて論文にした場合、いかに客観的に、自分が目で見たデータが目の前にあ

るにも関わらず、そうではなくて議事録というものをベースにすることや、テキストマイニン

グという話をしてみるなど、そうやって誰でも手に入れられるものでしか、まちづくりやコミ

ュニティを対象にした調査というものは論文になりません。だから、私たち都市計画の者がま

ちづくりをやる時は「おせっかいだね」と言いながらやるのです。私たちおせっかいをやって

いる。自分にとっては何もいいことはないけれども、街にとってはいいことがあるからおせっ

かいをやっているのだと言い聞かせながらやるということが私の研究室のスタンスでした。こ

れは研究ではない。ある村に入って村のことをいろいろ研究してその村がどういう成り立ちで、

どういう組織を持っているのかということを客観的に研究するような論文はいくらでも書くこ

とができます。だけれども、そこで活動したことに関しては何も論文にせずにそれはおせっか

いなのです。

　もっと難しいのは、カンボジアで調査などをしたのですが、それが全く認められなかったの

です。その一番の原因は村の中で泊まっているからなのです。村の中で泊まると、村にお金を

落とすことになります。その様子を調査したところで何になる。調査をするのであれば別のと

ころに泊まって通いなさいと。だからだいたい民俗学の調査はだいたいそうなのです、中に絶

対入らない。中に絶対お金も落とさない。それで調査をします。でも中に入って調査をしてし

まった時点で、あなたたちの言ったことは間違っていると言われるという経験もあるので、な
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かなか入るのが難しいです。客観的にあり続けないと論文にならないから。

草郷氏：室田さんのコミュニティはどうでしょうか？

室田氏：僕が主として関わっている地域福祉という領域では、近年、「地域福祉がやってきた

ことはアクション・リサーチなのだ」というような後付けアクション・リサーチ、名前を、冠

をつけてしまうような傾向もあり、アクション・リサーチを比較的評価するということがあり

ます。それはあまりこだわりのないアクション・リサーチというか、自分たちがやってきたこ

とを肯定するようなアクション・リサーチなので、それ自体悪くはないのですが。例えば地域

福祉学会では、理論的研究、あるいは実証主義的研究を主とする理論があり、『日本の地域福祉』

という学会誌を年に 1回発行しています。それとは別にもう 1冊『地域福祉実践研究』という

雑誌も出しています。そちらはどちらかというと実践研究を載せる雑誌で、二本立てで年間 2

冊出しています。そこでは実践研究、実践報告というカテゴリーがあって、会員の中では現場

の人もいるため実践者がやっていることを記録化してそれを発表するという流れがあります。

ですので、どちらかというと追い風というか、アクション・リサーチはやりやすいし、学会と

して業績として認める傾向にある気がします。今どちらかというと手探りでいろいろそういう

ふうにやりながら学会が求めている実践研究は何かということを探しているプロセスの、過程

の最中かという気がします。

草郷氏：確かに論文を書くというのは難しい。アクション・リサーチと言えるだろうという活

動のときには、論文は念頭にはおいていない。では書いていないかというと、変な言い方です

が、「書かなければいけない」とも思っているのです。今日のCBPRの定義とちょっとずれる

のですが、アプローチという点は大賛成ですが、あえて僕はアプローチではなくて「具体的な

手法」を提案する、そういう戦略をとっています。論文も書きましたが、それより前にしたこ

とは「地域ドック」という名前の手法を北大の時の仲間と一緒に作っていて、その「地域ドッ

ク手法」の中に、まさに今日のアクション・リサーチの図のようなものを組み込んで、それを

協働型でやっていくという手法として開発するということを最初に定義づけしたわけです。そ

の手法に絡めて、いろいろな実践を落とし込む。そうして「アクション・リサーチ」という言

葉の内実を意味づけしていくという戦略を取って、論文化できていくように思います。それは

科学性というところにも少し関連していると思うのです。再現性があるかと言われれば方法論

のところだけですがあります、といえる。だからこそ、手法に落とし込んでいくということな

のです。でもそれは社会科学なので、再現性と言った時に、例えば iPS細胞の再現というよう

にはいかない。そういうところをどうやって社会科学の知見を併用して整理するかということ
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が求められているのではないかと考えていて、その整理をしていく必要があります。

　なぜ論文化しなくてはいけないかと思っているかというと、いつの時代も若手の人たちの実

践研究への関心はあるのです。僕がちょっと「ハードル高いと思いますよ」という言い方をし

たのは、そういう希望と頭脳とスキルを持った若者がそのまま研究職に残らないという現実が

大いにあるので、それを僕は「壁が厚い」という言い方で指摘したいのです。だからこそ、若

手に入り口を作っておかないといけないという意識があって、論文化しなくてはいけないと思

っています。その科学性の問題というものは深刻ですよ。分野によってはちょっと温度差があ

りますけど。ただ、温度差があるので、例えば「割とよく認められています」という分野では

どうしてそうなのか、ということを少し勉強して、それを他の分野でも導入できないかなど、

お話を伺っていてその辺をちょっとがんばってみる必要はあるのかもなと個人的には思うよう

になりました。

松井氏：私は法学、法律学の方の研究をしています。今の話を聞いていまして、法学も社会科

学としての法学とか、僕は憲法学ですが、社会科学としての憲法学という議論が当然ありまし

て、自然科学の手法をできるだけ取り入れてということを考えてきたわけです。もう一方で自

由、平等、民主主義といった普遍的価値、これを基本的にしっかりと価値の選択としてやって

いく。リベラルな考え方です。ところがご存知のように、コミュニタリアン的な地域共同体、

地域の価値観、価値の多様性とかそういう中でコミュニティの価値観をしっかり考慮にいれて

いろいろなものを考えていくということが最近特に重要視されています。僕の中で、そこにこ

そアクション・リサーチとのつながりがあると思っているのです。ですから科学性という言い

方でどんどん推し進めていくことは基本的に必要だけれども、必ずしもそこから出てこない価

値観のようなものがコミュニティにはあるのではないでしょうか。それを実践のプロセスの中

で取り入れていくというようなことにアクション・リサーチの意味を、私自身は勝手に読み込

んでいます。

　あとオーラル・ヒストリーの話についてお聞きしていてお尋ねしたいと思ったことは、書簡

体論文という議論とはどうつながっていくのかということです。そういう手紙のやり取りとい

うものを研究することによって、そこに 1つの研究業績としての形を作っていく。ずっと以前

に見たり聞いたりしていたのですが、僕もその書簡体論文ということがよく分からなくて、た

だ言葉だけがおもしろいと思っていました。

田口氏：多分オーラル・ヒストリーを一番研究的に活かしているのは御厨さんが中心にされて

いる政治学分野だと思います。僕らがやっているオーラル・ヒストリーは個人ではなくて、集

団を統合するところに非常に意味を見出していて、その手法の開発は研究にはなり得ると思う
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のです。実際、その手法をどうデータベースにするのかということは研究論文になりました。

先ほどおっしゃったとおり、部分の手法は研究化したのです。僕らも最初はこれの手法を開発

したのですが、一方で手法ではあるのだけれどツールでしかないことも事実で、大事なのは地

域がそれをひとつの足掛かりにしてどうよくしていくかということが、多分まちづくりである

とか地域計画分野で、その大きな部分に関しては論文になり得ません。本当は、なぜオーラル・

ヒストリーという手法をとって、その次にどういう手法をとるというような大きな物語、計画

の物語というものが、論としては、計画技術としては非常に重要だと思うのですが、そういう

大きなストーリーというものはなかなか論になりません。結局、僕がもう 1つ最近のことでと

ても危惧していることは、手法が非常にフィーチャーされていて、それがひとり歩きをしてい

く。その結果、先ほどのイギリスの発表の話の違和感の話と似ていると思うのですが、何でも

かんでもその手法が大事であってそればかりがどんどんいってしまうということもとてもリス

クがあります。本当は大事なことは全体の物語をどう組み立てるかなのだけれども、論文にな

るところや、世の中のメディアに乗りやすいのはその部分なのです。それがひとり歩きして、

若い学生などが部分の華やかさにどんどん感化されていくのを見ているとちょっとそこはまず

いと思っています。部分で技術的に論文化できるとは思うのですが、そればかりをかこってい

てよいのだろうかという一方での問題意識があります。その全体像をどう見せるか、そうする

と、学術論文というよりも、今は本というメディアがあるのでそれでいくしかないのかと思っ

ています。

草郷氏：田口さんが強調されている点を思い出しました。行政の役割についてです。特に地域

と向き合う活動の場合は、日本の場合は特にそうですが、地方自治体の役割が大きくて、行政

職員がどういう役割を担うかということが大きいと思っています。それはフィリピンの事例も、

おそらくフィリピンの国内事情があるでしょうが、それぞれの地域の中で誰かが声をあげてい

ったときにこそ、行政の役割が重要で、そういう意味合いでの主体としての役割があると思う

のです。その主体と共に研究者がどう協働するのかということが重要な課題だと思います。そ

こを一歩間違えれば何でも「先生お願いします」というような、それこそ「一言言ってくれれ

ばよいのですよ」というようなスタイルの研究者のみがウェルカムだとなってしまう。逆にそ

の手の人たちを増やしてしまうということになりかねないじゃないですか。また、お話を伺っ

ていて面白いなと思ったのは田口さんが「行政はこうあるべきだ」という具体的なイメージを

持たれているようなのでその辺をもうちょっとお聞かせいただけませんか。その辺を含めて、

ここには実践活動の経験があるメンバーが多いので、研究をさらに実践的なところにつなげて

いくという担い手としての行政の役割などについても少し話しておきたいですね。というのも、

研究班に取り組みながら 1つの課題として、行政の側とどう向き合うのかということがどの分
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野でも出てくることに気づかされたのです。実際、オープンデータを扱っている横浜市の職員

の関口さんをお呼びして取り組みをご紹介いただいたというのも、「では行政は何を提供でき

るのか」ということを、研究班としてもぜひ意識化しておきたいということがあったのです。

できれば、コメント程度でもよいので、お願いできませんか。

田口氏：結局最終的に我々は外部者でしかないと思っているのです。先ほど宮本さんも外部支

援者という言い方をされたのですが、やはり外部支援者でしかないということは大きいと思っ

ています。外部支援者ということはどんなに気持ちがあっても一時的な存在でしかないという

時に、その地域できちんと責任をとれる立場は、住民という言い方もあるのですが、表向きは

住民でも実際は行政だと思っています。その行政の人たちがどれだけきちんと戦略を持ってい

るかということで、言ってしまうと先ほどもお話を聞いていて思ったのですが、あまり行政の

人が戦略を持ちすぎると、多分御用学者しか呼ばれない感じになってくる気がするのです。そ

れもやはり行政職員を育てる必要があって、安易な意味での戦略を持っていると御用学者にな

るのだけれども、深い意味を持っていればその都度きちんと議論できるという気はしています。

そういう意味で言うと、僕は結構そのバランスをとることは非常に意識しています。行政にも

文句は言うし、一方で住民の前では行政に文句を言わないようにするなど、住民の前では、行

政、住民、第三者という三角をとても意識します。ただ行政と僕という立場の時はかなり行政

へのいろいろな要求はするし、住民と僕という関係だと「結局行政などあてにならない」とい

うような話をいっぱいするのです。かなり三枚舌くらいなのですが、そういうことが必要なの

かということと、結局行政が自治を付託されている存在だと考えると、行政の人たちがどれだ

け戦略を持って地域を見られるか。ただそういう人はどんどん減っているという認識が非常に

あります。 1つは人事異動の話もそうですし、若い人たちが行政に行くことの意味が変わって

きている気がしています。何か自己実現を持って行政に行く人自体が減ってきています。安定

職として行政にいくわけです、それではだめだと思って、今は意識ある行政職員を、今、僕は

出る杭を打たせないというか。昔はちょっとがんばっている職員は皆労働組合や、職員研修で

横のつながりができていたのですが、今は労働組合が弱体化していることと財政が悪くなって

きたので職員研修がほとんどなくなっているのです。がんばっている職員がもれなく孤立して

いるのです。その人たちが勇気づけるということは結構重要な仕事なのではないかと思ってい

て、それは個人的に活動しています。

草郷氏：なるほど、がんばっている職員を勇気づけるわけですね。武田さんはどうですか？日

本でのご経験もいろいろお持ちなので。
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武田氏：僕はあまり行政とは関わっていないのですが、ただいろいろなコミュニティを改善し

ていくうえで当然必要になってきます。質的な手法を使うなり、量的な手法を使ってこういう

ニーズがあるということで行政に訴えかけていくというやり方もあると思うのです。今、先ほ

どちらっと話した日本に住んでいる外国人の母子保健に関しては、今、質問紙を作っている段

階なのですが、元々実際にお母さんたちのニーズ、たとえば、子供を日本で出産するのに母子

手帳が日本語だけであることや、予防接種の方法が分からないなど、こんなことが困ったとい

うところから始まっているのです。お母さんたちと一緒に考えていくのですが、それと同時に

そこに関わっているのは保健センターの保健師の方なのです。彼女たちもいろいろな課題を抱

えていて、作っている時に一緒に保健師の人にも入ってもらってやっていきましょうというこ

とで、両方の意見を合わせて、保健師用の質問票、外国人のお母さん用の質問票を作って両方

で調査をしていくので、先日、大阪市役所の保健のトップの方に会いにいきました。やはり地

域の自分たちが提供しているサービスの問題点を明らかにされるということで、最初、非常に

否定的だったのです。また研究者間で、それこそ論文のためだけに情報を取りに行って非難さ

れるというような感じだったのです。こういう事情で元々保健師の方に関わっていただいてと

いう話をしていくと、ちょっと軟化しました。まだ交渉中なので本当にやらせてもらえるかど

うかは分からないのですが。ただその時に、敵対するという関係ではなくて、最初の計画の段

階から入ってもらってチームになって取り組んでいっていれば、もっとスムーズに進むのでは

ないか、と思ったのです。いろいろなやり方があると思います。データを集めてこういうニー

ズがあるからと、戦っていくやり方もあるとは思うのです。ただスムーズに進めていくために

は、最初から入ってもらって、向こうの言いなりになっては御用学者になってしまいますが、

そうではなくて一緒に。僕は御用学者になるのであればどちらかというとコミュニティの人た

ちのための御用学者になりたいと思っているのですが、実際にやっていこうと思うと行政の人

に入ってもらって、早い段階から一緒にやっていくということが理想なのかと思います。

草郷氏：みなさん、何かコメントありますか？なければ別の話題にいってもよいですね。

松井氏：私はこの班の、市民の自治力とメディア、情報という関係に絡んでいます。行政と地

域の住民が情報を共有するという意味では、やはりアクション・リサーチというものは非常に

目的があっているのではないかと思うのです。どうしても現場は目の前の問題で狭くなります

から、もう少し、研究者の普遍的な見方とか、普遍的な価値観というものを必要とし、それら

を共有し、同時に情報まで共有するという。そういう意味では行政ときちんと連絡をとってや

っていく、関係付けてやっていくということは重要だと思います。
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草郷氏：普及に向けてご提案いただきました。この研究班を立ち上げて、できれば大学だけで

はなく社会に対しても何らかのプラスをもたらしたいのです。そこで、こういう活動はよいの

ではないかということを、みなさんが個人的に思っている案でよいので、アクション・リサー

チをさらに進化させるためでもよいですし、あるいは社会認知の工夫でもよいですし、研究者

のスタイルでもいいですし、一人ずつご意見を拾えたらと思うのですが、いかがでしょうか。

例えば 5年先こんなことをやっていたらよいのではないか、大学への提案でもいいです。アク

ション・リサーチという名前を変えたらさらにリサーチとしての認知が広がるかもしれないし、

漠然とアクション・リサーチと言っているからそこで止まってしまうということもあるかもし

れないですしね。

室田氏：直接そこにつながらないかもしれないですが、今日ずっと考えていたことなので言わ

ないと後悔しそうなので、

草郷氏：別に 5時半以降ももちろんOKなので。

室田氏：そうですね。

草郷氏：その前の方がより明確に記録できるという。記録に残したい発言は今、オフレコは 5

時半以降。

室田氏：では残す方でお願いします。地域に入っていって、主語が地域で対等な関係で関わっ

て協働するというアクション・リサーチ的な世代がある、世代としてそういう意識がある研究

者がいるというような話が田口さんからありましたが、ある年配の研究者が、確かに権威づけ

された存在が地域に入っていって、非常に影響力をもって地域に関わるということがあったと

思っています。僕が先ほどお話しした地域福祉の中でアクション・リサーチが後付けされてい

るということに実はちょっと違和感があるのは、そういうオールドスクール的なアプローチに

対して、これはアクション・リサーチだと言っているけれども、権威づけされた人たちが地域

に入ってきて、すべて言うことをきかせてデータをとって「これがアクション・リサーチだ」

と言っている側面があって、それは違うだろうと思っているのです。でも一方でちゃんとした

そうではないアクション・リサーチもあります。そういう意味ではリサーチャーの存在が一番

前に出てしまう世代から、今度は対等でどちらかというと主語は地域で、研究者はサポーティ

ブな役割という次の世代によるアプローチがあるとしたら、なんとなく僕はそれもどうかと思

っている側面もあります。これはまだ確信ではないのですが、むしろ研究者もなぜそこに関わ
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っていて、何を大切にしているのかということを表明するということが大事なのではないかと

いう気がしています。先ほど少しそういう話もありましたが、つまりこの地域に関わるという

ことはオファーがあったから関わるということもあるけれども、そこに対して何かを見出して

いるからこそ関わるのかという研究者の当事者性ということ。そういった部分が、草郷さんの

振りにつなげるとしたら、きっと研究者が地域にプラスになるという時に、無の存在ではない

と思うのです、黒子でもないと僕は思っていて、かといって、オールドスクールの「私、俺が

来たよ」というようなものでもありません。科学的になるかどうか分からないですが、何かそ

の研究者の顔が見えて、大切にしているものが何か分かって、地域の人がそれも理解した上で

一緒に取り組むというような、そういうようなリサーチのスタイルに、そういうステージにな

らないのかと思ってずっと考えています。質問になっていないのですが、そんな観点は皆さん

どう思いますかという問いなのですが。

武田氏：発表の時にも少しお話しましたが、研究者が入っていって、全く黒子になる必要はな

く一参加者として意見を言ったらよいと思いますし、エキスパートとして知識がある部分があ

ると思いますので、それは伝えたらよいと思います。ただ押し付けになってはいけないという

ことを、気を付けないといけないので、そこのバランスは非常に難しいとは思います。

　また、僕が10年以上関わっている、元々日本人と結婚していたフィリピンの女性たちがいろ

いろな問題を抱えてフィリピンに帰っていったBatisという団体の当事者グループとずっと関

わって、何回かこういうアクション・リサーチをしているのですが、非常に依存的なのです。

僕が言ったことは何でも「わかった」と言ってやってくれるし、参加してくれるメンバーには

参加費を支払うということもあるので。「これは自分たちの調査なのだ、皆の調査なんだよ」

と繰り返し言うのですが、やることはやってくれるのだけれども、終わってしまうとそれが持

続しないということがあります。またこの 1週間後に月曜日からフィリピンにいきます。もう

3回目くらいなのですが、「これが最後だ」ということを宣言しながら、「自分たちでやってい

くやり方を身に付けないと、いつまでたっても僕は支援できない」と。10年後も一緒のことを

言っているかもしれませんけれども、とりあえず「最後や」と言いながらやっています。その

辺のバランスがすごく難しい。おっしゃるように、一参加者として参加することがとても重要

かと思います。

宮本氏：こんなこともアクション・リサーチであったらいいのではないかと最近まとめて考え

ていることがあります。まず専門的知識で貢献するような、デシジョンメイク、どういうふう

な未来に向けて判断していくか。これは有り得るだろうなと。それに対して、受容的に関わる

ような研究者がやるアクション・リサーチは、そうではなくてどちらかというと過去志向の「俺
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たちってそもそもどういうことを大事にしてきたのだ？ どういう地域だったのだ？」という

意味づけを一緒にしようというセンスメイクのようなアクション・リサーチがあるということ

を僕は考えてきました。それに加えて、例えば絶対COCのような事業では許されないと思う

のですが、「今、この地域に関わっているけれども、この地域はこういう状況なので、待って

います」というような関わり方というのは、実践の中ではとても大事ではないですか？「この

1 年は待っているのです」。待っている間に生まれてくるものは非常にありますし。例えば自

分はCOCの事業で淡路島に行っているのですが、「この 1年はちょっと待っているので」とい

うと多分評価されないでしょうね。とても大事なことだと思うのですが。強いていえばペース

メイクというか、時間を一緒に作っている。関わっているというだけで、とても意味があると

思うのです。そういうアクション・リサーチもありだということが浸透しないと、大学として

何かアクション・リサーチをやるときに、「何かをやっていないと、リサーチではないのでは

ないか」となってしまうと思います。

田口氏：でもそれは時間のスケール感の問題ですよね。 1年という単位で時間スケールを見る

から、待っているということがだめだという話になる。今の非常に大きな問題は、いろいろな

ものが、例えばCOCであれば大学のCOCのお金が出ている間、先ほどの行政の話で言う行

政の場合は年度内、あるいは十月議会の前など、地域の時間の流れとは違う時間の流れが一方

でインプットとして働くので、絶対それを制御する必要はある気がしています。実は行政職員

に「行政職員のスピード感覚を住民に押し付けないでくれ」とよく言っています。それの受容

的感覚という言い方をしていますが、とても大事なのであって。COCなどは年度で評価する

ということはやめた方がよいと。僕ら研究者も 5年任期で何ができると、よく話題になるじゃ

ないですか。それと同じでCOCも 1 年プロジェクトで何ができると。今の国のアベノミクス

は短期決戦が多いのでどうしてもそうなってしまうのだけれども。それは僕は面倒くさくても

言い続けなくてはいけないのかと、とても思うのです。

草郷氏：長い間午後時間をかけて議論してきたのですが、たくさんの課題についての意見が出

されたと思います。例えば、皆さんのお話を伺っていて思ったのは、いよいよアクション・リ

サーチの名前を含めて定義づけしなくてはいけないという時期になってきたと思いました。定

義の中に、「当事者性」「当事者志向」という意味づけもありますし、今日はあまり言葉として

は出てきませんでしたが「エンパワーメント」という言葉の意味ですよね、それが重要かと思

います。先ほど室田さんが言ってくれたことに非常に深い共感を持っていて、なぜ僕がこうい

うアクション・リサーチをやるかというと「僕はこういう社会を作りたい」という思いがある

からです。そういう哲学というものがあって、僕は研究に取り組んでいます。考えてみるとみ
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なさんをはじめとして、多くのアクション・リサーチャーはそういうことをお持ちなのだと思

います。その辺が研究とどう折り合いをつけるかという問題はもちろんあるわけなので、そう

いう意味でもアクション・リサーチの整備、定義のようなことを問題提起してやっていく必要

があるのかなということが見えてきた気がしました。

　 2点目は、アクション・リサーチの科学性についてです。「学会の壁」、「論文の壁」。けれど

も壁もない時代にもう来ているようだということも確かな事ですし、実際にアクション・リサ

ーチが積極的に取り上げられているという分野もあるようだと。そうするとそこからどうやっ

たらアクション・リサーチをよりよい意味で社会の中に定着できるのか、定義を超えた研究領

域としての存在意義というものをきちんと具体的に実践例を踏まえながら掘り下げていくこと

が大事かなと思いました。それがうまくいけば、アクション・リサーチとしての評価や仕組み

というものももっと活発に議論できていけるのではないかという気がしました。

　また、より実践的なレベルですが、行政職員の話で、「そうか！ユニークな行政職員は減っ

ていて、しかも孤立化しているのか！」と田口さんの話から触発されました。もしかしたら「限

界行政職員」というところにきているのかもなと心配になったほどです。もしかするとこの研

究班では、将来、そういう職員のデータベースも作った方がよいのではないかという気になっ

てきます。そのような仲間リストを作ることが非常に大きな力になるのではないかとも思うわ

けです。

　あとは学者について。「僕はコミュニティの御用学者にはなってもよい」という武田さんか

らのセリフがありました。要するに、行政の質を高める、学者の質を高めるということだろう

と僕は思っていて、御用学者も質がよければよいのではないかという議論も成り立つと思うの

です。市民自治力を上げると言った時、ふと最初に頭に浮かんだのは行政、コミュニティ、地

域の市民です。なぜなら、これらの持つ力が上がると必然的に研究者の選別も進むし、レベル

も上がると想定しているからです。そこは重要ではないかと感じています。

　さらに、アクション・リサーチには、さまざまな手法があるということを今日拾えたことは

収穫でした。多様な手法があって、あとは使い方。これは「アート」ですよね。実際に社会の

現場で、どれをどう出すのか。これはこの場で使えるのか、使わないのかという引き出しをた

くさん持つということもアクション・リサーチャーの重要性だと再確認させてもらいました。

　最後、時間がなくて議論できなかったのですが、アクション・リサーチこそ、僕が言うのも

変なのですが、真の教育だと思うのです。待ちの議論で、「待つ時間 1 年間」と言われたでし

ょう。実は我々教員は待ってばかりいるのですよね。学生の成長を。そうじゃありませんか？

2年も 3年も待っているというような。そういった向き合う時間があって伸びていくというこ

とは、地域も同じなのだということではないかと。僕はそういうとらえ方をしているので、「そ

れを論文に書くなんてさ」という思いが実は強くあります。でも「それは大事だからというメ
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ッセージを出さなくては」という思いもあります。ちょうど折衷化させていて、論文を書く部

分も必要と言っていますけれど。僕は市民教育の手法の 1つとしては、アクション・リサーチ

はありかなと思っていて、その点も、これから議論できるかもしれないなという気がしました。

　まとめと言いながら、僕の雑感をいっぱい出してしまいました。こういう機会を持てて楽し

めましたし、この研究班をさらに来年、再来年に向けて継続してやっていこうという議論もで

きました。そこにつなげていくための役に立つヒントをたくさんもらえたことを、田口さん、

武田さん、中村さんのお三方、本当にこれからもいろいろな形で協力をお願いすると思います

ので、その節にはご支援、積極的な参画をよろしくお願いしたいと思います。本当にもう一度、

田口さん、武田さんのお二人に拍手をして終わりたいと思います。長い時間、本当にありがと

うございました。


