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1 はじめに 

 

親族集団や地域集団の弱体化など、現代社会においては連帯の不安定化が指摘

され、連帯の再考が求められていると言える。そのような中、本研究では、まず

社会的支援や連帯についてこれまでどのような知見が提示されてきたのか、福祉

社会学やボランティア的行為の分野から検討する。その際、対面／非対面という

視点から考察を加える。次に、行為の担い手と受け手とが直接接点を持たない非

対面のボランティア的行為として、献血を事例として取り上げる。具体的には、

献血者の持つ受け手への「想像力」に着目し、想像力が連帯の形成に資する可能

性を検討する。  

 

2 社会的支援と連帯 

 

まず、社会的支援や連帯を考えた際、支援がどのような担い手によって、ある

いはどのような関係性によって担われるのか、という問いがある。藤村（2013）

は、生活を支える関係性について、「協働性」「親密性」「公共性」「市場性」（藤村

2013: 6）の 4 類型を提示する。「協働性」は地域・親族共同体や NPO 等の市民活

動を、「親密性」は家族やカップル等の関係性を、「公共性」は中央と地方の政府

を、「市場性」は企業を示す。本研究は協働性の分野から連帯の形成の可能性を考

えるものであるが、協働性に関しては、社会関係が関係志向的な意味合いを持ち、
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問題対応のあり方が集合志向的であるという。協働性の分野においては、これま

では地域共同体や親族共同体が主な担い手であったが、それらの弱体化により、

現在期待を寄せられているのはボランタリー・アソシエーションや NPO などであ

り、本研究においてもこのボランティア的行為について検討する。 

もう 1 点、本研究において重要な概念である「連帯」について考える。連帯に

ついては、デュルケムが 19 世紀末に前近代社会から近代社会への移行を、機械的

連帯から有機的連帯へとして指摘したことは有名であるが（Durkheim 1893=2009）、

この時代は、リスクに共同して対処するという連帯思想や、それを具現化したも

のとしての保険制度の議論が形作られていた（重田 2010; Rosanvallon 1995=2006）。

現在「連帯」をキーワードとする論考として、1 つには福祉国家における社会保

障制度を「連帯」と位置づける論考がある（武川 2007; Ignatieff 1984=2003; 重田 

2010; Rosanvallon 1995=2006; 藤村 2013）。その一方、社会保障制度のような半ば

強制的に加入させられる制度における共同行為だけでなく、自発的な意志に基づ

く行為として、ボランティアや NPO なども「連帯」として記述される場合がある

（藤村 2013）。藤村（2013）は、この 2 つの連帯について、前者を「制度として

の連帯」、後者を「行為としての連帯」と表現する（藤村 2013: 16）。 

 

3 対面／非対面の導入 

 

 本研究で扱うボランティア的行為とは、関係性における分類では「協働性」に

位置するものとして、連帯としては、自発的な意思に基づく「行為としての連帯」

と分類され、ボランティア的行為は現代社会において期待をされていることが指

摘される（藤村 2013）。しかし、ボランタリー・アソシエーションや NPO 研究は

存在するものの、それらにおいて暗黙のうちに前提とされるのは行為の担い手と

受け手とが直接接点を持つ、一般的なボランティア活動などの対面のボランティ

ア的行為である。そこで、本研究では、「対面／非対面」という軸を導入する。本

研究は献血を「ボランティア的行為」の 1 つと捉えているが、ボランティア的行

為には、ボランティア活動の他にも、近隣相互扶助、献血、寄付・募金なども含

むことができるだろう。この中でも、行為の担い手と受け手とが直接接点を持た

ないものを非対面のボランティア的行為と考えると、そこには、献血に加え、寄
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付・募金も含まれる。非対面のボランティア的行為の研究の積み重ねは多くはな

いが、本研究では献血を事例として取り上げる。 

 また、非対面のボランティア的行為においては、見えない他者を推し量るとい

う想像力の働きが必要になると考えられるが、現代社会の状況と照らし合わせて

も、想像力の問題を考えることは重要となる。現代社会においては、格差や不平

等の増大、グローバル化の進展、家族形態やライフスタイルなど、様々な領域に

おいて異質性や多様性の増大が見られ、そのような中、自らと異なる他者を推し

量るという想像力が必要となる（吉武 2013a）。加えて、科学技術の進歩はかつて

ない規模での環境問題等を引き起こす。この問題について考える際には、見知ら

ぬ土地の他者や、未来世代の他者との連帯も考慮に入れる必要があり、想像力は

現代社会においてその重要性を増していると考えられる。そこで、想像力につい

て非対面のボランティア的行為の実証研究から検討することが本研究の試みであ

る。具体的には献血を事例とし、想像力が連帯の形成に資する可能性を検討する。 

 

4 非対面のボランティア的行為としての献血 

 

日本における血液事業の概要を確認すると、2013 年の献血者数はのべ約 520 万

人、総人口に対する献血率は 4.1%である。性別では、男性 64.9%、女性 35.1%で

ある。献血は 16 歳から可能であるが、年代別では、10 代 5.9%、20 代 18.5%、30

代 22.1%、40 代 28.0%、50 代 18.4%、60 代 7.1%である（日本赤十字社 2014）。

なお、現在日本では献血者の受け入れは日本赤十字社によって独占的に担われて

いる。一方、血液の使い道としては交通事故などの場合が思い浮かぶと思うが、

疾病別では、多くはがんなど病気の治療に使われ、事故やけがの場合はほとんど

使用されない（3.0%）。年代別では、60 歳以上に 7 割強（75.9%）が使われ、0～

29 歳にはほとんど使われない（2.8%）（東京都福祉保健局 2012）。血液は主に高

齢者医療に使われていることがわかる。 

次に、非対面のボランティア的行為に関する先行研究をレビューする。非対面

のボランティア的行為の研究において先鞭をつけたのは、R.ティトマス（1973）

による献血の研究である。彼は、未開社会における贈与や交換が個人や集団間に

おけるつながりを形成し連帯を生み出すと考える M.モース（Mauss 1950=2009）
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らの研究を参考に、献血における血液の贈与も連帯を生み出すというアイデアを

展開した。その後、数少ないながらもこの分野におけるいくつかの研究が展開さ

れてきたが、そこには、交通遺児への修学支援活動等を行う交通遺児育英会の「あ

しながおじさん」制度に関する研究（藤村 1987）、震災被災者がタオルをゾウの

形にし「まけないぞう」として販売するという、一種の購入型の寄付に関する研

究（西山 2005）、脳死ドナーからの臓器移植に関する研究（山崎 2011）などが見

られる。 

これらの事例では、受け手が特定的であり、手紙交換などの相互作用も存在し、

想像力を持ちやすいだろう。しかし、前述のように想像力を非対面のボランティ

ア的行為の文脈だけでなく、現代社会において応用可能なものとして捉えるなら

ば、献血のように、受け手が不特定であり、相互作用もない場合の想像力も検討

すべきである。このような理由からこれまで献血を取り上げてきた。たとえば、

献血における想像力を分類し、被援助経験を有するまたは医療・福祉関係職に従

事している場合、受け手やその困難を想像しやすく、見えない受け手が見えるか

のような想像力が働く（吉武 2014）。一方、上記の経験は有さなくとも、家族や

友人にボランティア的行為の行為者がいる場合は、その影響で受け手への想像力

を働かせる。また、このタイプには、学業や仕事において失敗し生きづらさを抱

える中で献血に来る場合があることを指摘してきた（吉武 2013b）。今回の報告で

は特に、多回数献血者の想像力の実態として、「どのような他者を想像するのか」

について検討する。その際、多回数献血者の中でも、家族や友人にボランティア

的行為の行為者がいるタイプを取り上げる。このタイプを選んだのは、このタイ

プが献血を継続している層において最も大きな割合を占めるからである（吉武 

2014）。 

 

5 献血の調査 

 

5.1 調査概要 

調査では多回数献血者として、30 代以上では献血回数 50 回以上、10 代および

20 代では献血回数 30 回以上の献血者を対象とした。献血回数の妥当性について

は、50 回以上の献血者のプロフィールを考えると、50 回以上献血を重ねるには最
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短でも 2 年以上献血を行うことが必要となる。多回数献血者を対象とした調査は

2011 年 6 月から九州地区の都市部の献血ルームにおいて継続的に行ってきた。そ

の多回数献血者の中でも家族や友人にボランティア的行為の行為者がいるタイプ

に限定し、2013 年 1 月～12 月にかけて 11 名の多回数献血者に、半構造化面接に

より複数回聞き取り調査を行ってきた。調査では、献血歴、動機、受け手への想

像力について詳しく尋ねると共に、生活史についても尋ねている。本報告ではこ

の 11 名の中から、S.K 氏（60 代男性）と M.K 氏（40 代男性）の 2 事例を提示す

る（以下、敬称略）1)。今回この 2 氏を選んだのは、年齢、職歴、婚姻状況が異

なるが、残りの 9 名の対象者においても類似する語りが見られたからである。さ

らに、「どのような他者を想像するのか」という文脈においてこの 2 氏が対照的で

あったため、分析対象としてふさわしいと考えた。 

 

5.2 調査結果 

本研究では多回数献血者の中でも、家族や友人にボランティア的行為の行為者

がいるタイプを事例として取り上げた。まずは献血を支えているものとして、定

位家族の影響を確認できた。また、献血者は「人のために」という想像力の部分

に加え、「自分のために」（誇りや癒し等）という部分によっても献血を継続して

いる。これらの点については、対面のボランティア的行為においても指摘されて

いることである。一方で、非対面のボランティア的行為において特徴的と思われ

る以下のようなこともわかった。 

1 つ目に、献血者の想像力は個人の具体的な受け手のエピソードを聞くこと（ラ

ジオ）によって支えられている（S.K）一方、エピソードを聞いたことがない場

合も見られた（M.K）。前者では受け手はより具体的に想像され、後者ではぼんや

りと想像される。 

2 つ目に、受け手のエピソードを聞いたことがない場合でも、支援組織のスタ

ッフの代理的な関わりが献血を支えている。献血者は実際の血液の受け手の喜ぶ

姿を見ることはできず、想像することは容易ではない。しかし、支援組織のスタ

ッフは実際の受け手に代わり笑顔と謝意を献血者に伝え、その顔の見える他者（ス

タッフ）との関わりによって、非対面の連帯が支えられている（M.K）。  

3 つ目に、献血とは誤解と無知に支えられている点があることを指摘できる。

― 105 ―



 
 

受け手のエピソードを聞いたことがある場合、エピソードは主に子どもの事例が

用いられていることが多いため、実際は子どもに使われることはほとんどないも

のの、エピソードのように子どもに血液が使われることを意識してしまう。その

ため、受け手は高齢者が多くを占めるなど、年代的な偏りについては意識されな

い（S.K）。また、交通事故の場合に血液が使われることもほとんどないものの、

交通事故の場合にもある程度使われると勘違いをしている場合もある（S.K）。他

方、血液の使い道についてはあまり興味がないので知らないと語る場合もある

（M.K）。 

興味深い点は、献血回数 100 回を超える多回数献血者であっても、イメージと

現実のずれが、かえって献血を支えている側面があることである。そして、献血

においてはこの誤解や無知が、意図せざる結果として、受け手である患者が体調

を崩すなどの致命的な実害を及ぼさずに、贈与関係が成立している。しかし同時

に、献血者が抱いているように子どもや事故という「幻想」を維持する仕組みが

ないと、献血は破綻してしまうのか。現在献血は結果として支えられているもの

の、いつ崩れていくともわからない不安定なものによって支えられている側面も

あることがうかがえた。 

 

付記 

本稿は平成 24～26 年度日本学術振興会科学研究費補助金（特別研究員奨励費）に

よる成果の一部である． 

 

注 

1) S.K は 60 歳の男性、献血回数 116 回。M.K は 48 歳の男性、献血回数 106 回。 
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