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October 3, 2006 
理論社会学（太郎丸博） 

レポートとその提出期限 

レポートのテーマ 
何らかの社会現象を、4 つの社会学的伝統のうちのひとつを使って、記述・説明しなさ

い。ただし、複数の伝統を使ったり、折衷的なアプローチをしても良い。 

レポートの分量 
400 字詰め原稿用紙換算で 8 枚以上 15 枚以下（3200 字以上、6000 字以下）。 
図表は 1 点につき 400 字に換算。 

レポートの形式 
 A4 用紙 
 40 字×30 行 
 上下左右に 2～3cm 程度の余白をもうけること。 
 題名、氏名、を最初に書き、適宜、読者にとって読みやすいよう配慮して書くこと。 
 引用や参照をはじめとしたその他の形式は、社会学評論スタイルガイド

(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jss/JSRstyle/JSRstyle.html) にしたがうこと。ただし、これから

逸脱したほうが、よりよいレポートになる場合は、逸脱してもよい。 

提出期限・提出方法 
 2/22（木）（ただし、4 年生は、2/15） 
 提出日をレポートの一番上に書き込むこと。 
 レポートは本館２F の太郎丸のメールボックスに入れること。 
 レポートのコピーは必ず自分で持っておくこと。 

レポートの評価基準 
 形式・提出期限・提出方法をきちんと守っているか。 
 誤字・脱字はないか（誤字が 5 つ以上あったら不可）。 
 意味不明な表現、必要以上に難解な表現、くどい表現はないか。主張をわかりやすく

伝えているか。 
 説明すべき社会現象は明確に定式化されているか。 
 4 つの社会学的伝統や説明すべき社会現象の理解は正しいか。 
 答えを導出する論理に誤りはないか？ 
 結論を導くために、必要かつ十分な議論がなされているか？ 
 考えられる批判に対するディフェンスは適切になされているか？ 
 デリベーションはなされているか。 
 仮説は反証／験証可能か。 
 議論は、独創的で興味深いものか。 

面談とコメント 
 希望者には面談してレポートについてコメントするので、コメントを希望する人は、

レポートの一枚目の余白に「コメント希望」と書き、メールアドレスを書き添えるこ

と。面談の日程は後日メールで知らせる。 

参考文献 
木下是雄, 1994, 『レポートの組み立て方』ちくま学芸文庫.  

U. エーコ, 2003, 『論文作法』而立書房. 



なぜボランティアをするのか？ 

デュルケム理論からのアプローチ 
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社会学専攻 ○年  太郎丸 博 

 

1 問題：なぜボランティアをするのか？ 

 近年ボランティア活動が盛んになってきているという。図１を見ると、確かにこの 23

年間のうちに５倍ちかくに膨れ上がっている。 

 

 合理的選択理論（特に利己的な個人を仮定する立場）からすれば、ボランティア活動は

不可解な活動である。もちろん本人にまったくメリットがないというわけではないだろう

が、基本的には無償の活動であり、個人が利己的ならば、ボランティア活動に従事する理

由はほとんどない。確かに、魅力的な異性と知り合えるとか、ボランティア活動を通して、

さまざまな経験をつめるとか、他人から感謝してもらえるとか、色々な「利己的」な理由

が考えられる。しかし、そういった benefit は、ボランティアに要する時間や労力 (cost) 

にみあうものとは思えない。 

 そこで、このレポートでは、デュルケムの社会学理論を使って、なぜ、どのような

人々がボランティア活動をするのか、そしてその増減の理由について仮説を提出し、その

検証の方法を論じる。 
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図 1 ボランティア数の推移（全国ボランティア活動振興センター 2004, p3 より作成）
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2 社会的事実の表象としてのボランティア活動 

 デュルケム理論の立場からすれば、個々の人がなぜボランティアをするのか、といった

個人の主観的な意識は研究の対象となりえない。デュルケムによれば、社会学の研究対象

は、「社会的事実」であり、それを「モノのように」研究することだからである。したが

って、ボランティア活動に従事する人々の言葉や意識調査の結果を参考にすることは当然

であるが、最終的な研究の目標は、社会的事実としてのボランティア活動であり、その盛

んさの時系列変化や地域差を説明することにある。 

 それでは、「社会的事実」とは何か。デュルケムによれば、 

 

それら〔社会的事実〕 は、行動、思考および感覚の諸様式からなっていて，個人に1

対しては外在し，かつ個人の上にいやおうなく影響を課することのできる一種の強制

力を持っている。したがって、それらの事実は表象および行為からなっているという

理由からして有機体的現象とは混同されえないし、もっぱら個人意識の内部に、また

個人意識によって存在している心理的現象とも混同されえない(Durkheim 1895=1978: 

54)。 

 

とされている。したがって正確には、ボランティア活動そのものが社会的事実というより

も、人々をボランティア活動へと向かわせるような強制力を持つ「行動、思考および感覚

の諸様式」が、ここで研究の対象とすべき「社会的事実」ということになる。確かにこの

ような道徳的な力が働いているとすれば、必ずしも何の利益もないのに、人々がボランテ

ィア活動をすることにもいちおうの説明がつく。全国社会福祉協議会 (2003) の調査結果

によると、現在ボランティア活動をしている人々がボランティアに参加した理由（複数回

答可）の上位三つは、 

 

1. 「社会やお世話になったことに対する恩返しをしたかった」が 40.8％、 

2. 「困っている人を助けたいと思った」が 34.5％、 

3. 「自分の人格形成や成長につながることをしたかった」が 32.9％ 

 

                                                      
1〔 〕は引用者による補足。 
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である。つまり、ボランティアをしている当人たちも、利己的な動機の語彙 2をそれほど

用いておらず、むしろ道徳的といえるような理由を挙げていることも、ボランティア活

動を社会的事実／道徳的な力によるものであると考える仮説とつじつまが合う。 

 それでは、人々にボランティア活動を強いる道徳的な力は、どのような時と場所で強く

なるのだろうか。デュルケムによれば、社会が危機に瀕しているとき、例えば戦争が起き

ると社会的事実の人々に対する拘束力が強まり、自殺率が弱まるという。 

 

国民的大戦のような社会的激動が生じると、それによって集合的感情は生気を帯び、

党派精神や祖国愛、あるいは政治的信念や国家的信念は鼓吹され、種々の活動は同じ

一つの目標に向かって集中し、少なくとも一時的には、より強固な社会的統合を実現

させる (Durkheim 1897=1980: 246)。 

 

このような危機は戦争に限らない。1995 年の阪神淡路大震災や 2004 年の新潟県中越地震

のような災害でも基本的にはかまわないはずである。したがって、もしかしたら、この

10 数年のあいつぐ自然災害が人びとの社会的統合を強め、ボランティアへとおもむかせ

ているかもしれない。また、日本は戦争を直接体験しているわけではないが、北朝鮮脅威

論が繰り返しメディアを通して流されていることがボランティアの増加に影響を及ぼして

いる可能性がある。 

 また、デュルケムは宗教の力が、社会的統合を強め、人々を道徳的に拘束するという。

しかも、より儀礼的でさまざまなシンボリズムを持つ宗教のほうが強い力を持つ。つまり

プロテスタントよりはカソリックのほうが強い力を持つ。「本質的には、生活の細部まで

をこと細かに規制し、個人の判断をほとんど容れない一つの儀礼体系」(Durkheim 

1897=1980: 183-184) こそが社会の統合を生む。これは宗教である必要は必ずしもない。

つまり地域社会や家族でも、人々を事細かに規制するならば、社会的な統合を生み出すは

ずである。だとすれば、特定の宗教を信じる人や地域社会の力が強い地域ほどボランティ

ア活動をしている人が多いことが考えられる。また、独身者よりも既婚者のほうがボラン

ティアの参加率は高いはずである。図 2 は、都道府県別のボランティア数である。人口比

                                                      
2動機の語彙とは、C. W. Millsの用いた概念で、「動機は、ある行為の「原動力」となる内的状態

というよりは、人々が自己および他者の行為を解釈し説明するために用いる「類型的な語彙」

である」井上（1986: 30）という考え方である。したがってボランティア当人が語る動機が本

当に彼らを動かしていたかどうかは定かでない、という含意をこの概念は持つ。 
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で計算すべきだが、単位人口当たりのボランティア数は、都市部よりも地方のほうが多い

ように思われる。 

 

図 2 地域別のボランティア数（全国ボランティア活動振興センター , 2004、p.4 より転載） 

 

 

 さらに、デュルケムによれば、アノミーは社会的統合を弱める。競争や変化の激しい産

業や業界は、人びとの統合を弱め、個人の利己的で物質的な欲望を抑えられない。「この

物質的幸福の神格化は、いわば欲望を神聖化し、欲望を人間のあらゆる法の上位におくよ

うなものである。その欲望を妨げることは、あたかも冒涜であるかのようにさえおもわれ

る」(Durkheim 1897=1980: 315)。このような状態では、ボランティアへの参加率は下がっ

てしまう。したがって大規模なリストラを進める企業や競争の激しい業界では、ボラン

ティアへの参加率が低いはずである。 

 

3 まとめと今後の課題 

 以上のように、ボランティア活動は、社会的事実の表象としてとらえることが可能で

あり、この仮説は十分に験証されたとは言いがたいが、手持ちのデータといちおうつじつ
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まがあっているようにおもわれる。しかし、今後以下のようなデータ分析を通して、さ

らに検証が必要であろう。 

1. 近年の自然災害の増大や戦争の脅威の増大がボランティアの増加に影響を及ぼして

いると論じたが、本当にこれらの脅威は増大しているのだろうか。この 20 年ほどの

社会情勢の変化をもっと詳細に検討する必要がある。 

2. 地域別のボランティア参加率はもっときちんと計算し検討すべきである。特に高齢

者のボランティア参加が増えているので、年齢を考慮した分析が必要である。 

3. 宗教、家族や産業の影響もデータを使って分析すべきである。 

4. Collins (1994=1997) が正しければ、ボランティアを生む儀礼的な仕掛けが何かあるは

ずである。ボランティア活動を維持する相互行為儀礼とはどのようなものか。 

 デュルケム理論を通して見るボランティア活動は、自発的な活動などではなく、社会に

よって強制された活動である。もちろん、デュルケムも人びとの善意を否定するわけでは

あるまい。しかし、デュルケム理論の立場から見れば、ボランティアは社会の目に見えぬ

力に影響されているのであり、彼らの「自発性」も社会の中に埋め込まれているというこ

とになるだろう。 
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