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 災害復興における技術系ボランティアの活動の実態と考察２ 

千葉県安房地域での台風被害による屋根補修活動から、その「技術」を考える 

 

  一般社団法人 プロボノ消防志   

理事 加藤友啓   

 

１ はじめに 

 災害復興におけるボランティア活動には、専門的な

技術を要する活動もあり、そのような活動には技術系

ボランティア団体が対応している。しかしその専門性

故に人員を集めることに苦慮する、復興が遅々として

進まない、とは言うものの、いつまでも一つの地域で

の活動は出来ないジレンマがあり、これは彼ら団体を

悩ませている。 

令和元年台風第 15 号での災害被害においても、多

くの住居の瓦屋根が損壊し、その応急処置としての屋

根上でのブルーシート展張活動（以下、「屋根活動」

と言う。）に彼らが対応し、同様の問題は存在してい

た。そこでその対策として、活動の担い手の増加と自

立復興を促すために技術講習会を複数回開催され、筆

者はそのうち 1回参加、前回の投稿ではその様子につ

いて述べた。その内容は、「ブルーシート展張」と「安

全管理」の技術に関する内容から構成されていたが、

特に危険が伴う活動であるため講習会を開催してい

ることが伺えた。しかし講習で全てを教えられるもの

ではなく、実際の現場で「習うより慣れろ」が重要だ

とも教えていた。この「習う」というものは、情報を

言語や数値により形式的、体系的に纏められることを

示唆しており、このような知識は形式知と言われるも

ので、相手に伝達できるものである。その一方、「慣

れる」ということは、言語等で伝達することが困難・

不可能であり、個々人が経験することによりその知識

を内面に棲みこませる「暗黙知」が存在することを示

唆している。ここから屋根活動は、専門的な技術を要

する危険を伴う活動であり、講習会によりある程度の

知識を取得した後、現場の実践活動を経験することに

より技術を深め、その活動が可能になっていくことが

示されていた。 

では、その技術とは具体的にどのようなものなので

あろうか。本論考では、筆者が令和元年台風 15 号に

おける屋根活動に 3 回参加、うち 2 回調査したこと

から、以下述べていく。 

 

２ 屋根活動への参加 

 筆者は令和 2 年 8 月と 9 月の 2 回の屋根活動につ

いて調査を行った。その現場は、茅葺屋根の活動と個

人所有の御社の瓦屋根の住居の現場であり、その内容

は、以下のとおりである。 

（１）事例１：御社の屋根活動 

日時・場所：令和 2年 9月某日・鋸南町某所 

建物概要：個人所有の瓦屋根の御社 

人数・編成：7人・統制Ｆ氏、リーダー兼作業リーダ

ーＤ氏 1 

 鋸南町社協からの依頼で、12 時半に集合のため半

日での活動、取り纏めはＦ夫婦であった。時間の都合

上、崩れそうな瓦の除去と屋根部分の清掃のみとし、

ブルーシート展張は後日とした。この日は風が強く、

屋根上での活動には慎重を要した。参加者は、サラリ

ーマン、フリーランス、Ｄ氏を含めた消防職員の合計

7名で、Ｆ氏が統制、Ｄ氏がリーダー兼作業リーダー

となった。 

該当建物は御社の瓦屋根で、港の近くで強風が吹く

ことも多いためかブルーシートが破損し、瓦屋根がむ

き出しであった(写真 1)。瓦が強風等により飛散する

と危険であるため、除去しブルーシート再展張して欲

しいというのが、依頼主の要望であった。 
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写真 1 ブルーシートが破損して剥き出しになった瓦屋根。

写真側の西側屋根部分の瓦の剥離が激しく、主な活動面とな

った。 

 

まず、屋根上でのメインロープの設定が必要である。

この場合近くに適切な電柱や木等の支点となるよう

な地物があると容易だが、周囲にはそれらしい物が無

い。しかし、建物の屋根の庇と壁に隙間を発見し、Ｄ

氏は建物内の柱に支点を取ることを提案した（写真

2）。もう一方の支点は隣建物の屋上手摺の基礎部分に

取った。このメインロープに命綱を結着するのだが、

長過ぎれば転落時にその役割は果たせず、短か過ぎれ

ば活動範囲が制限される。ロープの設定は支点の位置

に左右され、常に好都合の場所があるとは限らずジレ

ンマが付き纏うが、今回の活動面が主に西側面しかな

いことに気付き命綱を長くし、棟を境に東側に命綱を

結着することで、活動制限と落下防止の矛盾を克服す

る方法をＤ氏は発見し、決定した(写真 3〇印)。屋根

への進入口は、隣建物の屋上高が丁度良い高さだった

ため、はしごを掛け降ろした(写真 13 楕円印)。この

ようなことは、講習会で教えられるものではないが、

Ｄ氏の経験からその場で知恵を絞り、適切な活動環境

を創造し決定していた。 

 

 

写真 2 建物内に支点を設定。隙間があり、スリングを外に

抜くことが出来るのを現場で発見し判断した。 

 

 

写真 3 庇と壁の隙間から抜いた部分からスリングで支点を

作成し、隣棟建物の柵基礎部分にもう一方の支点を取ってロ

ープを展張した。棟を境とした反対側の作業面に結着するこ

とで、命綱を長く取ることができる。進入も隣棟の屋上が近

かったことから、そこを活用しはしごを架けた。 

 

屋根には野地板に経年劣化が見られたことによる

踏み抜き防止と折からの強風のため、Ｆ氏とＤ氏で話

し合い、屋根上の人数は 2、3 人と制限した。この日

の作業の目標は、ブルーシートが直ぐ展張できる状態

に屋根上を整えるところまでとし、割れた瓦や野地板

上の塵や土埃を除去し、再利用可能な瓦の並び変えを

行った。作業そのものは困難では無いが、命綱により

活動範囲を制限されていることから、綱を交錯させな
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い等の注意が必要であった。また、土嚢袋に詰めた廃

棄瓦を屋根上から落としたりもするが、落下地点の確

認と、下の者に大声で「落とすよ！」「落下地点ＯＫ」、

物の受け渡しでも落下防止のための「渡す」「取った」

等のコミュニケーションは各自徹底しており、相互の

連携も必要であった(写真 4）。どこにリスクがあるか

は、活動の推移により常に変わっていくため、例えば

全体を観察しているＤ氏が、「〇〇さん、そこにいる

と危ないから南側に移って作業して」「下の受け渡し

に回って」等、適宜指示して作業させ、リスクヘッジ

を図る。これは作業効率の向上を促し、遊んでいる者

を少なくさせる効果もあった。再利用出来る瓦は一旦

除去し、野地板上土埃や塵等を除去した後、屋根の上

部から順に瓦を順に並べ直し、飛散防止のために淵に

木材を差し込み、ネジ止めをして作業は予想より早く

終了した(写真 5)。瓦を丁寧に上から並べ直せば、そ

の後のブルーシートの展張を庇側となることから、漏

水のリスクを減少させることができる。後日、Ｆ夫婦

に確認したところ、この日までに作業が概ね終了して

いたので、ブルーシート展張はスムーズに活動できた

とのことであった。 

 

 

写真 4 野地板の状況から作業者を 2，3名と制限し、瓦の手

渡しは落下させないよう確認呼称を徹底する 

 

 

写真 5 瓦を並べ替え、土埃を清掃し飛散防止を図り終了 

 

（２）事例２：茅葺屋根民家の屋根活動 

日時・場所：令和 2年 8月某日・鴨川市某所 

建物概要：茅葺屋根民家 

人数・編成：14人・統制Ｂ氏、リーダーＤ氏、作業リ

ーダーＦ氏、アドバイザーＥ氏 

その他：晴れ、最高気温 33.2度 

 被災者宅は、強風により茅葺屋根を覆っているトタ

ン部分が剥離、飛来し剥き出しになったために半年程

前にブルーシートを張ったが、経年劣化により張り替

えて欲しいとの要望であった。茅葺職人は非常に少な

く、費用も高価で修理依頼も進まず、再展張が必要と

なったのである。 

 8 時半に旧主基小学校に集合、9 時に被災者宅の裏

庭でブリーフィングを開始した。この日はボランティ

アが 14 人と人員に余裕があったため、Ｂ氏を統制と

して依頼者等の外部対応と進行管理、Ｄ氏がリーダー

として作業管理、茅葺屋根職人のＥ氏がアドバイザー、

Ｆ夫婦ら経験の多い者が屋根上の作業リーダーと任

務が割り振られた。参加者の職業は、サラリーマン、

フリーランス、消防職員と様々であるが、何回も通っ

ておりお互い顔見知りの者のようであった。始めにブ

リーフィングをし、Ｅ氏から茅葺屋根は直接乗られな

いため困難性が高いことや一日の作業予定、最終目標

を写真や図で示された上で説明を受けた。この日はメ

インロープは設定せず、足場を作成することとし、午
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前中の作業は、足場作りになった。 

屋根に上る進入ラインは 2 連はしご 4 本を庇部分

に均等に掛け、胴縁材をスリングテープにより括り付

けることで転倒防止を図る(写真 7)。複数の進入ライ

ンは各々の作業に適切な経路からの進入を可能にし、

屋根上での移動が最小限で済む。また、はしごを登る

際は、物を持つことが無いように徹底されている。片

手で登ると、三点支持が出来ず、転落等の事故の原因

や所持物の落下の危険性が高まるためで、物を運ぶ場

合は、屋根上から結んだロープを垂らしておき、必要

に応じて吊り上げる。これは屋根上の余計な移動を減

らす効果もある。 

 

 

 写真 7 屋根上から見下ろした状況。はしごを垂木に括りつ

けて、転倒防止を図る（〇印部分） 

 

 足場については、元々トタン屋根打付用に胴縁材が

縦方向に設置されており、それを活用して垂木を横方

向に打ち付けて足場とする(写真 8）。一つの足場を作

ったら、そこに乗り、次の足場を作っていく。この垂

木は、1本約 1.8～2ｍほどの長い棒状であるため扱い

に注意を要した。持っていてバランスを崩しやすく、

不意に振り回すと誰かに接触させ、最悪転落させてし

まう。従って、作業員間で声かけをしながら受け渡し

て物を運ぶことも多用しており、声かけや確認呼称の

ようなコミュニケーションの技術も必要であった。1

箇所での活動を 2名とし、お互いがバディとして安全

管理と連携活動する体勢としていた。 

 

 

 写真 8 茅葺屋根に下から作業足場を作りあげる。垂木は

長物であり、高所での扱いは注意を要する。 

 

 足場は、垂木を胴縁材にインパクトドライバーでビ

ス止めすることで固定していく。一通り足場を組み上

げたところで午前中に作業を終了し、休憩とした(写

真 9)。 

 

  

写真 9 午前中の作業の終了状況。既設置の縦方向の胴縁材

を活用し、横方向に垂木を打ち付けて終了した。 

 

 午後から工法の着手となるが、茅葺屋根には土嚢を

重しとする工法はできず、ブルーシートの端を垂木で

挟み込み、胴縁材をビスで固定する工法とした。ブル

ーシートは、2.7ｍ×4.5ｍ（7.5畳）大、＃3000 と厚



投稿  
 

 復興 (28 号) Vol.11 No.1  2022.9 54 

 

みがあり強度の高いものを使用する。皺をつけずにき

れいに展張するためには、お互いにブルーシートの端

に位置を取り、離れた距離での声かけの連携により、

丁寧に垂木をブルーシートに巻き込む必要がある(写

真 10)。ここでは経験豊富なＦ氏が作業の中心となり、

「棟側を引っ張ってください」「西側を折り込んで垂

木を挟み込みます」とリードし周囲に指示を与える。

Ｆ氏の意図を判断出来る経験者が、積極的に作業を実

施し、初心者は後方支援に回る。ブルーシートは 2枚

使用、下がり棟部分は丁寧に折りこんで小さく、通常

の棟部分は大きく、屋根の形状に合わせて工夫し、隙

間なく漏れが発生しないように展張していた(写真

10)。この時、バディは仲間がバランスを崩したり、

足を取られたりしないよう安全監視も行う。 

 

 

写真 10 一斉にブルーシートを展張する状況。高所で足場も

不安定であるが、呼吸を合わせて展張した。先に棟部分は垂

木で挟み込んでいる。 

 

 Ｄ氏とＥ氏も全体的な作業員の安全監視と進捗の

バランスの確認をし、「○○さん、そこにいると屋根

抜けちゃうよ」「垂木取り回しするからぶつからない

ようにして」「そこで作業する時は気を付けて」と注

意喚起をしたり「上の××さん所に行って垂木を押さ

えてあげて」など安全管理しつつ作業効率が向上する

よう指示をしたりしていた。上での作業は狭視野に陥

りがちなため、俯瞰した指示は効果的であろう。 

 

写真 11 作業が終了した状況。垂木を打ち付けブルーシート

を挟み込むことで、飛散防止を図った。 

 

 炎天下であったため休憩を 30～45 分程度毎に取る、

屋根に登る人員を 5人とし交替とする、といった熱中

症対策にも注意が払われ、地上に降りた時に進捗状況

の確認や下からの支援を行った。屋根上は直射日光や

照り返しが直接当たり、地上より暑く、時間管理は、

屋根上に登らない者の任務であった。筆者も意識が朦

朧とする時もあり、近くにいたＦ夫人から「危ないで

すよ」と危険予知的に声をかけられ、ハッとなること

もあった。 

午前に設置した足場を外すことも含め当初予定の

時間より１時間程度早い 16 時頃に全ての作業が完了

し(写真 11)、Ａ氏やＢ氏もその早さに驚いていた。

そこでＡ氏とＤ氏に聞いところ、「全体を把握せずに

それぞれが動き出すとかえって非効率になるが、今日

はそれが無かった」「皆が協力的に活動してくれて、

適切に指示が行き遊ぶ人がいなかった」との意見であ

った。 

 

３.屋根活動の技術についての考察 

企業のような組織が有する技術 2に関する研究とし

ては、M.ポランニーが命名した暗黙知 3と形式知から

なる、野中らの研究が知られている 4。野中らによれ

ば、暗黙知とは主観(個人)的、経験(身体)的、同時(今

ここ)的、アナログ(実務)的な知であり、現場で共有
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された経験であり、共に行動した者同士で共同化され

ていく知識である。この共同化された暗黙知を明確な

コンセプトとして表すため言語化したものが形式知

であり、形客観(組織)的、理性(精神)的、順序(過去)

的、デジタル(理論)的な知で 5、言語化とはマニュア

ル化、ルール化等することで組織に蓄積されていく。

この時、形式知同士を組み合わせ（連結化）、一つの

知識体系新たな形式知を創り出し、この新たな形式知

がマニュアル化し個人にフィードバックされると暗

黙知として内面化され、新たな現場活動において暗黙

知として共同化、以下同様に循環していく。この一連

プロセスを野中らは SECI6モデルとして提案している。

これは現場活動の経験をスパイラルさせているもの

で、企業でない組織でもこのモデルは当てはまりそう

であり、実際、野中もアメリカ海兵隊の活動を SECI

モデルで考察している。7 

屋根活動では、現場で経験してきた知識を纏め形式

知としたために講習会を開催することができた。しか

し、「習うより慣れろ」の言葉を何度も言っており、、

技術系ボランティア団体は講習会(形式知)は必要で

あるとしているが、暗黙知を蓄積していくことこそが

屋根活動に必要であるとしている。そこで本項では、

屋根活動での講習会と現場活動の内容から、二つの技

術、「ブルーシート展張」と「安全管理」について、

形式知と暗黙知を抽出し考察していく。 

（１）ブルーシート展張の形式知と暗黙知 

講習会はまず、屋根や瓦の構造という形式知を知る

事より始まる。しかし、例えば傾斜のある屋根上での

身の御し方、瓦や屋根の野地板に関しても、どうした

ら割ったり、踏み抜いたりせずに乗って作業が出来る

かを言語等で詳細に教えることは難しく、これらは暗

黙知である。個人の作業については、インパクトドラ

イバーや鋸の器材、マイカ線の結索や木材の資材の取

り扱い、土嚢等の重量物の搬送、長い木材の取り扱い

等があるが、使用する資材や道具として形式知として

教え、その操作自体に困難性はない。しかし、道具の

扱いは不適切に扱えば怪我もしかねなく、不安定な傾

斜した高所であることは、その行動の経験による暗黙

知の蓄積が求められよう。 

複数で協力して行う作業もあり、例えばブルーシー

トを広げる場合は二人以上で操作するが、傾斜のある

屋根上は地上よりも風にも煽られやすく、安全に行う

には経験が必要であろう。また、工法の施工要領、施

工順にも周囲とのタイミングや連携が求められる。ま

た、セオリーにない活動をすることもある。この時作

業をリードし指示を与えているのは、Ｄ氏やＦ氏のよ

うな経験のある者で、筆者のような初心者は言われる

がままに行動することが多く、例えばブルーシートを

二人で広げる際、屋根のどの位置で操作するかについ

て指示を受けたりもした。そして、その行動をしたり、

出来上がった状況を見たり、後でその行為の意図を聞

いたりすることで理解することも間々あったが、それ

は筆者に限ったことではないだろう。 

 リーダーは作業に参加せず、チーム全体を俯瞰し作

業管理をしている。まず、作業環境―落下防止のため

のロープ設定と進入のためのはしご設定―の構築を

指示するがこれらは形式知である。しかし、建物ごと

に形状、環境、修繕箇所は異なることから、現場をよ

く観察し、適切な位置と強度の支点を判断、決定しな

ければならず、これらは所謂、現場判断であり、暗黙

知的な要素が大きい。実際、御社の現場では、支点を

建物内部の柱とし、はしごの進入を隣棟の屋上からと

したり、茅葺屋根では、適切な支点が無いことや高所

作業の熟練者が多かったことから、足場の設定のみに

したりとセオリーと異なる判断をしていた。また、レ

スキューアシストは工法を 14 種類程度開発している

が、ある屋根活動においてどの工法が適切であるかの

判断は、作業環境、人員、資材、器材、被災者の要望

によることから、総合的に判断しなければならず、形

式化するのは難しい。そもそもこの 14 種類の工法を

習得するにも多くの現場経験が求められよう。目まぐ

るしく変化する現場活動での意思決定の技術として

アメリカ海兵隊の OODAループ 8が注目されているが、

これは、観察(Object)→情勢判断(Orientation)→意
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思決定(Decision)→行動（Action）の循環である。こ

の中で一番重要とされているのは「Orientation」で

あり、提唱者の J.R.ボイドは同義語の一つに「暗黙

知を当てている 9。屋根活動において、作業に参加せ

ず全体の意思決定をしていくリーダーにも情勢判断

は大いに要求されている。 

（２）安全管理に関する形式知と暗黙知  

 建設業における死亡災害の原因として最も高いの

は墜落で、毎年 4割程度発生しており 10、この対策の

関心は高い。労働安全衛生法令では、高さ 2ｍを超え

る高所作業では作業床の設置を義務付けているが、作

業床が設けられないような環境での作業者に対して

は、安全衛生特別教育の実施やロープ高所作業の特別

教育講習の受講を課しており、建設業労働災害防止協

会により「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」

も開催されている。このように高所作業は、建設業界

でも細心の注意を払い、事故防止に努めている専門性

の高い分野であると言える。 

 屋根活動には法的拘束力はないが、本質に変わりは

なく、同種の安全管理を講じる必要があろう。実際、

被災者自身が自宅屋根を応急処置したことによる転

落受傷、死亡事故も発生しており、このリスクが屋根

活動と一般的な災害復興ボランティア活動とを分離

させ、参加のハードルを高くしていることは論を待た

ない。そこでレスキューアシストは、活動の経験から

得られた知見やＤ氏の意見を加味した安全管理に学

科の多くの時間を費やし受講させている。個人での技

術に関することが多いものの、バディ活動による相互

看視の技術、リーダーを配置し指揮と注意喚起による

チーム的技術という 3 段階の安全管理を採用してい

ることも教えていた。Ｄ氏によれば、火災現場におい

てはまず、自分自身で身の安全を守り、仲間を気にか

け、隊長は全体を俯瞰しつつ隊員の安全を管理すると

いう形を取っており、屋根活動でも同じようにするよ

う助言をしたとのことである。 

 個人的段階ではロープやはしごによる環境設定と

それを活用するためのハーネス等の着装、適切なロー

プワークによる転落・墜落防止があり、これらを知る

ことは形式知的な安全対策である。その一方で、これ

ら資材、器材やロープワークをどのように適切に扱う

か、足場の悪い高所での振舞いやバランスのとり方、

移動の仕方などは、経験を重ね暗黙知として蓄積され

るものであろう。 

 相互的段階では、確認呼称という形式知が徹底され、

例えば、物の受け渡し等の相互活動では、「取って」

「取った」と、長物を扱うときは「そっちに送る」「了

解した」等、伝え合い、落下防止や接触防止が図られ

ていたが、声をかける内容やタイミングやバディによ

る落下防止策という形式知も、その具体的実践につい

ては、相手との呼吸を合わせたり、重しとしてどう身

構えたりするか、これらは暗黙知の次元である。また、

個人では気付き難い死角や潜在的なリスクを互いに

教え合うリスク認知の仕組みを取り入れているが、そ

こには危険予知という暗黙知の蓄積が必要であろう。

これらは暗黙知を蓄積させた経験者が初心者をリー

ドすることでリスク回避に努め、初心者は経験者を真

似ることで自信をつけ「棲みこむ」ものとしていく。

屋根上で朦朧とした際Ｂ夫人から声をかけられたが、

これは経験者の危険予知に基づく積極的なリスクコ

ミュニケーションで初心者には気付きとなるもので

ある。また、屋根上の作業リーダーが積極的に進捗状

況等の情報をリーダーに伝え、指示を仰ぐようなフォ

ロワーシップ的な場合もあった。 

チームレベルとしては、リーダーは作業管理と安全

管理を同時並行に思考し意思決定しているのだから、

一方に隔たらない両方を意識した思考が求められよ

う。作業環境を設定する場合、前節のとおり建物ごと

の状況、環境、修繕箇所等に対し、想定される作業と

同時に安全管理にも意識した設定が必要である。例え

ば、御社の現場では、作業面の反対側のメインロープ

に命綱を結着させ、作業範囲の確保と転落防止処置を

満たす、はしごによる進入を隣棟屋上からとしたり、

茅葺屋根の現場では、進入のはしごを 4本としたりす

ることで、屋根上の横の動きを最小化することとする
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等、状況に応じたリスクヘッジ図られていた。作業中

は全体を俯瞰して観察し、効率的に進むことを意識し

ながら、安全な行動を省略させないことが求められる。

それは例えば、屋根上の物を運ぶ場合も、確実にはし

ごを両手で登らせてから、ロープで吊り上げさせるよ

うな作業である。この場合、地上の者が物に結着する

ような連携活動となることもあろう。また、夢中にな

り危険な行為に至りそうな作業者には、それを予知し

適宜注意喚起を発し、安全な場所に適切に移動させる、

屋根の強度を直観的に判断し作業人数を制限する等、

安全な環境、状況の維持に努めていることが、御社、

茅葺屋根どちらの現場でも確認された。夏季の活動に

おいては、熱中症対策としての時間管理もリーダーを

中心に実施されていた。これら危険要因の存在と排除

方法に気付くことができなければ注意喚起すること

はできないが、これら危険要因全てを具体的に形式知

化することは出来ないのだから、暗黙知が欠かせない

であろう。しかも屋根活動においては、様々な作業者

ごとの作業が屋根上の至る箇所で行われることもあ

り、両方を意識しつつ変化する状況に応じた OODA ル

ープ的思考が安全管理にも求められよう。 

（３）屋根活動の「技術」とは 

以上、前回、今回の２回に渡り屋根活動の講習と現

場活動について考察してきたが、これまでの流れを一

旦整理してみる。まず、技術系ボランティア団体が、

経験で培われた技術を言語等により形式知化し講習

会を開催してきた。この講習会で教えていた屋根活動

の形式知とは「ブルーシート展張」と「安全管理」と

いう二つの技術から成り、「ブルーシート展張」の技

術は、多くの工法が開発され、現場の様々な諸要因に

より最も適切な工法を判断、選択していた。また、「安

全管理」に関しては、様々な危険要因があるが、講習

会であったように形式知としてリスクを抽出、特定し、

転落・墜落防止を最優先に、落下防止にも配意した環

境設定をしながら、時間管理や声掛けの徹底等と他の

リスクについても対策が立てられ実行されていた。こ

のことは、リスクマネジメントのプロセスである、①

リスクの抽出と特定、②リスクのレベルの分析、③リ

スク対応の優先度の評価、④リスク対策の実行のプロ

セスである。⑤リスク対策の結果の再評価については、

伺うことが出来なかったが、活動の継続によって築か

れた対策であることを鑑みれば、実施されていても不

思議ではない。これら活動はまず「個人レベル」、「相

互レベル」、「チームレベル」の３段階から成っており、

OJTの現場作業に参加すると、初心者は周囲の経験あ

る作業リーダー等から指示を受け、作業リーダーは周

囲に注意を払い、かつリーダーと連携、意図を汲みな

がら指示し、リーダーは全体を俯瞰しながら活動に参

加せずに指示を与える者であり、このような共経験が

暗黙知として作業者の身体的技術として「棲みこんで」

11いく。そして、個人レベル→相互レベル→チームレ

ベルと上がるにつれ、暗黙知の要素が「ブルーシート

展張」「安全管理」の双方でより求められている。こ

の二つの要素はお互いに分離したものではなく、同時

に実施するものである。「ブルーシート展張」のも平

場で実施するのであれば困難性が低くても、屋根上で

「安全管理」をしながら行わなければならないことが、

その活動を難しくしている。 

 最後に、屋根活動を先述の SECI モデル 12に当て嵌

めてみると、新たに屋根活動に参加する場合、学科講

習を受講する。これは形式知の取得である。その後、

OJTによる現場作業に参加すると、リーダーや作業リ

ーダー等との共体験により共同化され、暗黙知が獲得、

内面化され「棲みこんで」いく。この課程で新たな問

題とその解決案を形式化したり、Ｄ氏の安全管理やＥ

氏の茅葺屋根のような専門技術に長けた者が参加し

ていると、その技術を屋根活動の過程において連結化

を図ったりしていくことで、新たな工法や安全管理対

策の形式知を作り出す。そして更なる屋根活動により、

各々の身体に内面化され…この螺旋のスパイラルで

進化、発展し 13、その積み重ねによりボランティア個

人や組織の技術がスパイラルアップし、更にはリーダ

ーを担うことが出来るような人物が育成されていっ

たのであろう 14。 
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以上から屋根活動の技術についてその概略を纏め

てみると、「傾斜した屋根上での高所作業における、

ブルーシート展張と安全管理に関する形式知と暗黙

知からなる技術」であり、個人レベル、相互レベル、

チームレベルとそのポジションによって求められる

技術は異なるが、包括、統合している上位に行くほど

下位の諸要素を制御し、暗黙知の要素が求められる、

リーダーを中心としたチーム活動である(表１)、と言

えるだろう。 

 

表１ 屋根活動を構成する要素 

ブルーシート展張 安全管理  

チームレベル（リーダー）  

目標設定 
作業管理 

安全環境 
安全管理 

相互レベル（作業リーダー） 
工法・技術の取得 相互安全監視 

個人レベル（作業者） 
リーダーの指示理解 
工具操作 

自己安全管理 
建物構造理解 

  

 

４. おわりに 

 ボランティアとは「自発性」「無償性」「公益性」を

伴った活動であり、「困った人を助けたい」という思

いから「一過性」的に災害ボランティアに参加する国

民は少なくないであろう。しかし、屋根活動には暗黙

知の蓄積が、そのためには「継続性」が求められた。

確かに講習会は毎回数十人が受講するなど反響もあ

ったが、そこから実際にボランティアに参加する人は

Ｂ氏によると 1 割程度と決定的対策に至っていない。 

その後も毎年、地震や豪雨による災害被害が発生し

ており 15、技術系ボランティア団体は講習会を開催し

ながら全国各地を飛び回っているが、彼らのマンパワ

ーにも限界があり、支援の輪は広がりつつあるものの、

人員不足に悩まされている。 

災害復興需要は、ある日突然、大量に発生する。そ

の中には“初心者向き”でないものもあり、屋根活動

に関すれば十分な暗黙知の技術を持った者の存在が

必要である。鴨川市においては、レスキューアシスト

が中心となり専従的に、直後の需要過多時では自衛隊

等の組織力により一挙に実施し、技術者の育成と実践

とを機動的かつ継続的に対処してきた。しかし、その

供給力は、1 日当たり 1～3 チーム程度と決して多い

ものではなく、不安に晒され待ち望んでいた被災者も

いたかもしれないが、Ｄ氏やＥ氏のような偶然の出会

いもあり、進化、発展してきた。それも熊本地震以降、

組織として屋根活動を継続し、得られた暗黙知を形式

知化して共有を図り、そこでまた新たな問題にぶつか

り対応することを繰り返すことで、風に飛散し難い耐

久性のあるものや環境や構造、現有器材に適したもの

であり、それこそ彼らの中で SECI モデル的な思考の

循環により築き上げ形式知化したからである。この知

識は公益性の観点から出し惜しみなく公開している。

一方、その参加には個人や団体にコストが掛かり、受

傷事故時への補償等、技術系災害ボランティアにはそ

の活動への対価の問題も言われ 16、その継続性への障

害は多そうである。例えば、参加者がどれだけ参加す

るかは日々不安定であり、また、毎回同じ人ではない。

幸いにしてレスキューアシストに参加する人は、常連

と言われる人が多いが、それでも本業の傍らに参加す

る人ばかりである。このような中、彼らの環境はどの

ようなもので、地域にどのような影響を及ぼしたので

あろうか。今後は屋根活動を社会的な視点から調査、

考察していきたい。なお、この１年に渡る功績により、

令和 2年 8月 28日、レスキューアシストは鴨川市と

災害協定を締結させ、災害 NPOと自治体の連携の新た

な形を築こうとしている。そして令和 3年末において

も、Ａ氏の見立てどおり、令和元年台風第 15 号の被

災者への屋根活動は継続していたことを最後に述べ

ておく。 

 

謝辞 

暗黙知的 

 

 

 

 

 

 

形式知的 
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本執筆にあたりまして、特定非営利活動法人災害救援レス

キューアシストの皆様を始め、ご協力に快諾してくださいま

1 人物については前稿と重複しているため、同じアルファベ

ット名の匿名とする。Ａ氏、Ｂ氏…(一社)レスキューアシス

ト（技術系ボランティア団体）スタッフ、Ｄ氏…某消防職

員、Ｅ氏…茅葺屋根職人、Ｆ夫婦…南房総に移住し、本災害

を切っ掛けに技術系ボランティア団体の技術系職員に転職、

となる。 
2 野中らが SECIモデルを提唱した著書は「知識想像企業」で

「技術」という単語を使っていないが、この「知識」とは、

企業がモノやサービスを生産するために保有している独自の

知識について書かれたものであり、企業の保有している「技

術」と読み替えても差し支えないと思われる。また、似た言

葉に「技能」があるが、技術は言葉や記号等で伝えることが

できるが、技能とはあることを行うための主観的な個人の能

力であると言える。 
3 M.ポランニー・高橋勇夫(訳)(2003),暗黙知の次元,ちくま

学芸文庫 
4 野中郁次郎、竹内弘高(著)梅本勝博(訳)(1996),知識創造企

業,東洋経済新報社 
5 野中・竹内(1996),p.89 
6 野中・竹内(1996),pp.90-104 
7 野中郁次郎(著)(2017).知的機動力の本質.中央公論新社 
8 野中郁次郎(2017),pp.92-95 
9 MCDP6 Command and control, Chapter2, Commando and 

Control Theory. 
10 建設業労働災害防止協会 https://www.kensaibou.or.jp/sa

Ｆe_tech/statistics/construction/index.html 

した、災害復興ボランティアの皆様に感謝申し上げます。なお、

本執筆にかんする責任は著者にあることを付記しておきます。 

11 野中(2017),p.109.この中で、暗黙知として自己の身体の

内部に統合されることを「棲みこむ」と表現している。 
12 野中・竹内(1996),pp.91-104 
13 イノベーションの源泉として、「アイデアと同様にアイデ

アル(理想)重要である」(野中・竹内(1996),pp11-12)と指摘

しているが、そこについてはＡ氏は災害ボランティア活動を

「被災者の不安を和らげること、被災地が自ら復興力を持つ

こと」という理想を日々周囲に語っており、これが周囲の参

加者に共有されたのであろう。 
14 SECI モデルは組織に蓄積される技術とされているが、暗

黙知が個人に蓄積されることを踏まえれば、個人が技術を蓄

積するプロセスであるとも考えられよう。 
15 執筆時現在、令和 2 年、3 年の福島沖地震、令和 3 年熱海市

伊豆山土石流災害、令和 3 年 8 月の佐賀県の豪雨、令和 4 年 8

月豪雨でも技術系ボランティア団体は活動している。 
16 例えば、ネットで検索すると『災害ボランティア、いつま

で善意頼み？ 専門家「まとめる官庁ない」等がある。

https://withnews.jp/article/Ｆ

0181014000qq000000000000000W09Ｆ10101qq000018117A 』 

『台風被災地が「専門技術あるボランティア」を募集せざる

を得ない理由 「タダでやらすな」で済まない事情がある 

https://www.j-cast.com/2019/09/20368172.html?p=all』 

岐路に立つ災害ボランティア～“市民の善意”からの脱却～ 

https://www.nhk.or.jp/ashita-blog/600/439731.html 

などがある。 

                                                   


