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情報化社会における災害ボランティアの一様態 
― 被災写真救済活動を事例として ― 

 

溝口佑爾 

 

要約 

 

本研究では、東日本大震災の復興支援として発生した「被災写真救済活動」を題材とし

て、情報化社会における災害ボランティアの可能性を検討する。ここでいう被災写真救済

活動とは、東日本大震災による津波被害で持ち主不明となった写真を元の持ち主に返そう

とする活動の総称で、臨機応変性と戦略性・長期性を兼ね備えた災害ボランティアである

点を特徴とするものである。 
 

第 1章 

 阪神・淡路大震災以後のボランティア活動は、官に代わる民の力を、そして日本社会を

変革する力を、当初期待されたほどには発揮することはできなかった。東日本大震災にお

いても、多くの人々がボランティア活動への参加を志す一方で、ボランティア自粛の動き

がそれを妨げた。 

災害時のボランティア自粛という社会現象に対して、本研究では社会情報学のなかで論

じられてきたパーソナル・メディア（FTF）／活字メディア（テクスト）／電子メディア

（CMC）というメディアの区分に関する知見を導入することで、情報化社会における災害

ボランティアの可能性を現象と記述の 2 つのレベルから検討する。本稿では、パーソナル・

メディア(FTF 空間)を A 送り手と受け手が対面的な関係にあり B 情報が双方向的に流れる

もの、活字メディア(テクスト)を A 送り手と受け手が非対面的な関係にあり B 情報が一方

向的にしか流れないもの、そして電子メディア(CMC 空間)を A 送り手と受け手が非対面的

な関係にあるが B 情報が双方向的に流れるものととらえる。先行研究においては、CMC 空

間が持つ固有のメカニズム（再コンテクスト化）について論じられてきた。それに対し本

研究では、CMC 空間が固有のリアリティを獲得した情報化社会において新たな災害ボラン

ティアの可能性を検討する。 
社会現象レベルでのボランティア自粛は、インターネットが広まって以降に多様な仕方

で出現した CMC 空間(Computer Mediated Communication 空間) の影響を受けている。

CMC 空間においては、非対面型の双方向コミュニケーションが実際に行われ、様々な意見

が相容れないままに共存できる。CMC 空間が固有のリアリティを持っていたからこそ、ボ

ランティア迷惑論が広まり、「被災者抜きの救助活動」(渥美 2014)が行われるようになった。 
しかし、ボランティア迷惑論や「被災者抜きの救助活動」を生み出すのと同じ環境を利
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用したボランティアというものが可能ではないか。だとすれば、それはどういったボラン

ティアで、どのようなメカニズムに基づいて行われているのか。被災写真救済活動の中か

らこれらの問いに答えることが、本研究の第 1 の目的である。 
第 2 に、情報化社会が生み出す災害ボランティアの可能性は、テクスト（活字メディア）

を基準とするシステムの中で覆い隠されてきた。本研究では、研究行為をも含む「テクス

トの呪縛」を振りほどいて新たな可能性を描くために、次の 2 つの試みを行う。 
・筆者自身がアクターとしてフィールドを形作る中で得られたデータを用いる。 

  フィールドの「日常」を想定せず、即時的な「参与」の結果として 
得たデータを用いる。 

・脱コンテクスト化され非人格的なテクストだけではなく、 
Web や写真を通じた表現を取り入れる。 

 本研究の第 2 章から第 4 章では、中心的な事例である「思い出サルベージ」プロジェク

トの時期を 3 つに区切った上で、それぞれのフェーズごとに記録／検証／論考と題した節

を設ける。それぞれに独立した 5 つの論考を基本としつつ、記録／検証部を補うことによ

って写真救済活動に広がる世界を描き出すことを試みた。そして、最後の第 5 章では、情

報化社会における災害ボランティアの可能性という関心に絞って、事例の中から 1 つの展

望を切り出すことを目指した。 
 ボランティア論、あるいは社会科学の拠って立つ土台自体を検討し、災害ボランティア

のフィールドをそれら研究行為の特性が覆い隠す様子を描き出すこと。これが本研究の第 2
の目的である。 
 

第 2章 

「フェーズ I：情報ボランティアから思い出の救済へ」では、被災した写真の救済という

想定外のボランティア活動が宮城県亘理郡山元町において始まるまでの期間を扱った。 
第 1 節「記録 I：2011 年 3 月～5 月初旬」では、情報機器を使ったボランティアの「失敗」

を受けて、被災者との「対話」の中で被災した写真の救済という想定外のニーズを聞き、

地元行政・自衛隊との連携、Web による専門家への呼びかけによってそのニーズに応える

ための体制づくりを行っていく過程の一部を参照した。このフェーズにおいては、現地駐

在のボランティアと遠隔地からのサポートの両軸が Web での連絡を駆使しながら機能して

いたことが重要であった。現地駐在ボランティアが被災者や地元で動く組織と「対面」し

新たな可能性を探っていき、遠隔地からのサポートボランティアが専門的なノウハウや資

材を呼びかける。そして現地駐在ボランティアがローカルなコンテクストに合わせた形で

ノウハウを総合し環境を整え、新たに必要な知識・資材についてフィードバックを行う。

現地駐在と遠隔サポートの双方が機能し、「霧の中で飛び石を渡る」ようなアプローチを続

けていった結果、短期で大量の被災写真を救済するための独特のシステムが整備された。 
第 2 節「検証 I」では、主に被災写真救済活動へのニーズに関する暫定的な考察と、写真
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洗浄の方法についての現状での知見について論じた。被災写真救済活動が日本において同

時多発的に起こった背景を考察した上で、本稿においては、災害の形に応じて発生した想

定外のニーズによって起こった社会現象として扱うことについて述べた。 
第 3 節「論考 I-1：大災害時における行政との連携」では、行政職員へのインタビュー調

査をもとに、ボランティアと行政の臨機応変で長期的な連携が可能となった背景について

検討した。非人格的なルールを基盤とする「脱コンテクスト的」な組織であるはずの行政

が、ルールの存在ゆえにボランティアとの「人格的」な連携を生み出したことが描き出さ

れた。興味深いのは、ボランティアによる「行政のルールへの配慮」が連携にあたっての

信頼関係を生み出したことである。さらに、ルールへの配慮には 2 つのレベルが存在した

といえる。1 つは対面状況での細かな相談であり、もう 1 つは書面のレベルでの未来を見越

した提案であった。 
第 4 節「論考 I-2：閉じているがゆえの柔軟性」では、山元町での自衛隊による写真回収

の事例についてインタビュー調査をもとにした検証を行った。わかったことは、自衛隊の

ルールに添いながらもコンテクストに合わせた人格的な判断により、発災直後から自発的

に回収を行った隊員達の存在であった。ルールに沿った組織であっても、自己完結的な組

織体制を作ること、またルールの由来まで遡った判断をすることで、コンテクストに応じ

た臨機応変な対処と連携を行うことができる。徹底的にルールに閉じることが、逆に柔軟

性を確保する。また、そうした柔軟な対処・連携にあたって「対面」状況での相談が重視

されていたこと、そして被災写真の救済に至った判断基準が「自分が被災者だったら」と

いうものであったことがわかった。 
フェーズ I について重要なのは、当初の計画の失敗が、CMC によるアプローチが現地で

のローカルなコンテクスト（FTF 空間）に適合できなかったことに由来するということで

ある。逆に、FTF 空間（対面・現場）を経由したローカルなコンテクスト（PC 設置による

コミュニティの分裂・電源確保の難しさ・被災写真救済へのニーズ etc. ）が、CMC 空間

のあり方自体を作り替えていった（メーリングリストから twitter・ブログによる呼びかけ

へ）。ここでいう FTF から CMC への影響というのは、FTF を元にした CMC 空間自体の

選択であると言える。特定の CMC 空間の内部でのコミュニケーションではなく、数ある

CMC の中で何が選択されるかが影響を受ける。こうして、FTF を通じて作り替えられた

CMC を経由してできたコミュニティ「思い出サルベージ」は、FTF と CMC の相互参照を

行いながら、一方で被災者からの想定外のニーズを汲み取り、一方で組織間の連携を形作

っていった。 
行政・自衛隊・「思い出サルベージ」の連携にあたっては、ルールを持つ脱コンテクスト

的な組織が、ルールを持つがゆえにボランティアとの連携にいたったこと、そして「思い

出サルベージ」が FTF・CMC の両軸で構成された組織であったこと、そしてその連携の本

質がマッチングであったことが重要だといえる。 
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第 3章 
「フェーズ II ：プロジェクトの確立」では、思い出サルベージプロジェクトが独自のシ

ステムを構築していく期間を扱った。 
第 1 節「記録 II：2011 年 5 月～11 月」では、プロジェクトが現場でのフィードバックと

Web を経由した専門知・人手の動員という 2 軸体制によって独自のシステムを構築してい

く期間を扱った。被災写真のデジタルアーカイブ構築がそのままでは成功しなかったこと

から、専門的な知見を導入するにあたって作業する現場におけるローカルなコンテクスト

が重要であることを論じた。またこの節では、異なる組織同士の連携、写真部の始動、メ

ディアからのフィードバック、他地域との交流、団体内での分裂の始まりなど、プロジェ

クトの形態が推移していく様子について扱った。 
 第 2 節「検証 II」では、山元町の被災写真救済活動に関する数量的データの他、写真救

済活動に関する先行研究の批判的検討を行った。 
 第 3 節「論考 II-1：ボランティア論の空隙」では、ボランティアに関する先行研究を簡

単にまとめた後、それらが仁平典宏(2011)による「贈与のパラドックス」を用いた議論と渥

美公秀(2014)による「ただ傍にいること」への回帰を説く主張の対立に集約されることを論

じた。仁平は、「他者のための行為」であると同時に外部観察によって欺瞞を露呈されてし

まうという、ボランティア的行為に固有のメカニズム（「贈与」の不可能性）に注目し、「ボ

ランティアの＜終焉＞」を説いた。それに対し渥美は今一度災害ボランティアの原点であ

る、被災者に寄り添うこと、「ただ傍にいること」の必要性を説く。しかし、仁平と渥美の

議論を両極とするボランティア論の議論の地平には、いくつもの空隙が存在する。そして、

どのような空隙が存在するのかを、社会構築主義における OG 問題をめぐる議論の地平と

の同型性から導いた。ボランティアを巡る議論に社会構築主義の議論を重ねて論じること

ができるのは、ボランティア的な行為、特に災害ボランティアが＜被災者＞の構築を伴う

ものであるからだ。議論の結果として、一方の仁平の議論が外部観察者を素朴に前提とす

る、テクスト上に議論を押し込めることによってのみ成立するという「テクスト」（活字メ

ディア）に埋没したものであること、他方の渥美の議論が当事者性（パーソナルメディア・

FTF 空間）の回帰に埋没したものであること、両者の距離のゆえに、間には様々な可能性

が隠されていることを指摘した。また、両者に共通するアポリアとして、「送り手が送った

もの＝受け手が受け取ったもの」という暗黙の前提が存在することを指摘した。そこで、

両者の議論、そして既存のボランティア論を超える可能性として、与え手にとっての贈与

と受け手にとっての反対贈与が異なること、すなわち「交換」の不可能性から出発するボ

ランティアの可能性を示した。＜交換＞に着目することで、先行研究において問題となっ

ていたボランティアと被災者、あるいはボランティアと他組織との＜隔たり＞を戦略的に

活用したボランティアが可能になる。また、ボランティア迷惑論を生むのとおなじ土壌に

おいて、ボランティア活動を臨機応変に始めながらも長期的かつ戦略的に発展させる可能

性が浮上する。 
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 第 4 節「論考 II-2：被災地における『オリエンタリズム』」では、思い出サルベージの初

期メンバーである研究者チームによる報告書を題材に、現場でボランティア活動を行い被

災者のリアリティに触れる研究者が、それゆえにこそボランティア迷惑論を再生産してし

まう可能性を描き出した。この節での問題提起は、前節とは異なる視点から、渥美(2014)
による「ただ傍にいる」ことへの回帰へと疑問を投げるものとなっている。被災者と直接

に対面しながらも、それゆえにこそボランティア迷惑論を再生産してしまうボランティア

もいるのではないか。同じく被災地で活動をするボランティアであっても、全員が「ただ

傍にいること」のできるボランティアとなるわけではない。被災者と対面しても「ただ傍

にいること」のできるボランティアとできないボランティアに 2 層化してしまう可能性が、

この節で提起される。 
FTF 空間と CMC 空間の影響関係の点でフェーズ II について重要なのは、未知のプロジ

ェクトを進めるにあたっての FTF 空間と CMC 空間の相互参照性である。CMC を用いた

マッチングによって、専門的な技術が導入されることで、作業を行う現場（FTF 空間）は

全く異なったものとなる。しかし、現場（FTF 空間）で生じるローカルなコンテクストに

よって、導入される技術は制限される。例えば、山元町ではデジタルデータそのものより

は、デジタルデータを印刷したカタログが強力な捜索方法となった。また、現場（FTF 空

間）で生じるローカルなコンテクストによって、CMC 空間も影響を受ける。例えば、思い

出サルベージにおける学生写真部の発足と、ディスカバリーチャンネルによる取材から偶

然の産物として生まれた「写真と持ち主の再会」記念写真は、現場（FTF 空間）での被災

者との関係を変えただけではなく、思い出サルベージにおける Web 上の報告（CMC）の形

式を変えた。また、その後の写真救済活動の意味付けを変えるきっかけともなっていった。 
 一方で、相互参照をすることなく FTF 空間／テクスト空間／CMC 空間のどれか 1 つに

軸足を据えてしまうことは、災害ボランティア活動を閉塞的なものへと変えてしまう。第 3
節で述べたのは、既存の社会学研究においてボランティア論が FTF とテクスト空間との 2
項対立の中でのみ論じられていたこと、それゆえに議論が閉塞してしまった可能性である。

また第 4 節では、被災地へ実際に赴いている「専門家」が、ボランティア迷惑論を再生産

する可能性について述べた。「専門家」は、テクスト空間（あるいは CMC 空間）へのアウ

トプットに重きを置くがゆえに、不特定多数の人々へと伝えるにふさわしい情報、つまり

脱コンテクスト化された情報のピックアップに務める。結果、「リスク」や「自己反省」が

論じられやすくなる。「専門家」は被災地の代弁者として、再び被災地を訪れる際も自らの

かけたフィルターを通じて「迷惑論」を再確認する。 
現場（FTF 空間）のローカルなコンテクストを重視しない傾向が、ボランティア迷惑論

を唱える論者たちに共有されているのでないか。第 4 節で描かれたのは、その 1 例である。

被災地へ赴く全員が、CMC 空間やテクスト空間で醸造されたフィルターを外して FTF 空

間に向き合うことができるわけではない。同じく被災地へと赴いたとしても、被災者との

関係を明るい循環とできる支援者と、ボランティア迷惑論へと至る循環を作ってしまう支
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援者とに分かれてしまう。そして、多様な CMC 空間が整備され、様々な意見が相容れない

ままに共存する情報化社会においては、「専門家」たちが製造したボランティア迷惑論は

CMC 空間上でさらに醸造され、強い説得力を持つに至る。 
CMC 空間で定着するボランティア自粛論に対して、FTF 空間への回帰を呼びかけること

は、根本的な解決とはならない。災害ボランティアの可能性を広げるにあたって、被災者

の「ただ傍にいること」への回帰を主張することが、ボランティア自粛に対する根本的な

解決とはならないのである。だとすれば、災害ボランティアの可能性は、どこにあるのだ

ろうか。本研究の視座は、ボランティア自粛に抗うのではなく、ボランティア自粛を促す

温床を活かしたボランティアの道を考えるというものだ。 
 

第 4章 

「フェーズ III：写真救済サミット以後」では、2011 年 12 月に行われた「写真救済サミ

ット」の開催以降、各団体の情報交換の場ができた後の期間を扱った。 
第 1 節「記録 III：2011 年 12 月～」では、ガラパゴス的に発達してきた各現場同士の情

報交換の場となった写真救済サミットが行われ、SNS 上での情報交換の場が整備された後

の展開について記した。「サミット」の影響により、各現場が独自に発達させたノウハウが

共有され、地域間の訪問・交流が盛んになった。また、SNS 上で情報交換が可能になった

ことで、人手の動員、資材のマッチング、ノウハウの共有が行われることになった。ただ

し、情報交換が容易となった後も、写真救済活動のモデルが統一的されることはなく、各

現場の違いはさらに広がっていった。しかし、ボランティア団体が多様化していくことで、

ボランティア団体や関連組織との違いを活かした連携が可能となった。各団体は、他団体

のブレイクスルーを真似る「トップアップ」式に発展していったし、団体間の＜隔たり＞

を活かした戦略的なマッチングが可能になった。また、サミットや facebook ページをきっ

かけとした団体の中心メンバー同士の人間関係を生んだ。ただし、活動が洗練し安定して

いくにつれて、ボランティアとしての立ち上げ当初の臨機応変性は失われていく。 
第 2 節「検証 III」では、山元町以外の被災写真救済活動について、調査を元にしたデー

タを示し、検討を行った。主に現地団体と遠隔地団体の違い、また遠隔地団体間での違い

について論じた。また、被災写真救済活動の多くが、災害支援の未経験者によって始めら

れたことについて論じた。ほとんどの活動は NPO 等ではなく災害支援の非専門家によって

始められ、コンテクストに応じて多様化していった。 
第 3 節「論考 III： ＜隔たり＞が生む連携」では、被災写真洗浄活動の多様化が、非対

面で双方向的な情報伝達が可能となった情報化社会の逆説として起こったこと、またその

ことが＜隔たり＞のあるボランティア団体間の＜交換＞を可能とすることを論じた。この

支援は、条件の合う団体同士のマッチングにより実現される。 
重要なことは、＜隔たり＞のあるボランティア団体同士のマッチングによる解決が、CMC

空間を利用しながら、ボランティア迷惑論が生み出されるメカニズムを活かして行われて
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いることである。ボランティア迷惑論は、異なる意見が共存することのできる CMC 空間で

醸造され定着していった。また、被災者と対面するボランティアの中でも、被災者と対面

するからこそ、ボランティアに限界を感じる人々が出現するのであった。しかし逆に、被

災者と直接は顔を合わせない人々の中にも、被災者と対面しないからこそ、ボランティア

活動を行う意義を見出す人々が存在する。渥美が「ただ傍にいること」への回帰を呼びか

けていたのは、当事者と直接対面しない「被災者抜きの救助活動」となっていく災害ボラ

ンティアに危機感を見出してのことであった。それに対し、本研究の事例は、むしろ、「被

災者抜き」のボランティアに力を借りるものとなっている。被災者の顔が見えないボラン

ティアだからこそ可能なボランティアというものがある。被災者と顔を合わせるボランテ

ィアとそうではないボランティアとでは大きく異なる組織となるが、それゆえにこそ＜交

換＞が生産的な可能性を生む。＜隔たり＞に立ち止まるのではなく、むしろ＜隔たり＞を

活かすボランティアが、情報化社会のインフラの中で実現される。 
 こうして被災写真救済活動を題材として、臨機応変さを備えながらの戦略的・長期的な

災害支援の可能性が社会の情報化を背景として広がっていること読み取ることができる。 
 ただし、連携がうまくいくためには幾つかのコツが必要となる。その 1 つが「顔」の重

視であった。CMC 空間の発達した情報化社会だからこそ、CMC 空間だけに頼らずに、互

いの現場（FTF 空間）を参照しに行く。＜交換＞の価値を、アクター同士が互いに現場を

行き来しながら共同構築していくことで、＜隔たり＞を活かした支援が可能となる。 
 
第 5 章 
本研究では被災写真救済活動を巡る記録と考察を通じて、情報化社会たる現代において

成立した 1 つの災害ボランティアの様態を、またその背景にある社会的環境の変容を、分

散的に描き出した。被災写真救済活動に関わるデータは未だ生煮えのものであり、特定の

結論のみを導出できるものでは決してない。とはいえ、情報化社会における災害ボランテ

ィアの可能性を探る視点からは、マッチングを手段とした＜交換＞によるボランティアの

可能性の広がりを論じることができる。 
情報社会論に関しては、CMC 空間もまた FTF空間によって再構築されうること、CMC空間

と FTF空間が相互に参照されながら再コンテクスト化されていくことを論じた。また、CMC

と FTFの相互参照の場面では、CMC 空間のみのコミュニケーションを否定するというメタな

コミュニケーションもまた、1つの情報コンテクストとなり得る。 
ボランティア論に即していえば、本研究が示したのはボランティア的活動への懐疑、あ

るいは懐疑への懐疑を原動力とした支援活動ができる可能性である。臨機応変な災害支援

の可能性は社会の情報化によって広がっており、その可能性は特にボランティアが組織化

していく局面において発揮される。 
 




