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第１節 はじめに 

 

東日本大震災が発生した 2011 年 3 月 11 日以降、甚大な被害のあった地域では、日

本全国あるいは海外から多くの人的・金銭的支援が寄せられている。大震災直後、政府・

自治体・警察・消防・自衛隊などの公的な立場からの支援は、人命の救助、行方不明者

の捜索、負傷者の手当、避難所の確保・運営、被害状況の把握、ライフライン・交通網

の復旧、生活物資の供給といった緊急性の高いものに充てられたが、その被害の甚大さ

や被災地域の広範さもあって、被災者への直接的な支援が足りない状況が続いた。そう

した中、大きな役割を果たしたのが、民間あるいは非営利組織（NPO・NGO など）に

よるボランティア活動といえる。ボランティア活動の内容は、瓦礫の撤去やヘドロの除

去、清掃、被害家屋内の整理、炊き出し、被災状況の把握と情報発信、被災者間のネッ

トワーク・コミュニティ構築の支援、子どもの学習支援、漁業・農業などの産業支援、

被災者との対話、買物・調理支援や孤立防止などの生活支援など、多岐にわたった。 

図 1 にあるように、被災地でのボランティア活動は大震災直後の 3 月から始まり、参

加者数は 4～5 月にピークに達している。ボランティアには東北地方の被災地域からの

参加者だけでなく、被災地域外からの参加者が集まった。被災地域外からの参加者は、

個人で現地へ赴く人もいれば、自治体や NPO・NGO の主催する派遣プログラム1を利

用する人、企業・労働組合や大学など所属団体の主催する派遣プログラムを利用する人

もいた。被災地では、社会福祉協議会や自治体、NPO・NGO によってボランティアセ

ンターというボランティア活動の拠点が各地に形成された。ボランティアセンターでは、

被災者から寄せられた支援ニーズに応じて、ボランティア活動希望者から適任者が選定

され、各地へ派遣される仕組みをとっており、派遣されたボランティアは、ボランティ

アセンターの定めたルールに則って作業を進めることになっている。このため、ボラン

ティア活動を希望する人は、ボランティアセンターに行くことで、それぞれの経験やス

キルに応じた作業を見つけ、一定のルールのもとで安全に活動をすることができる。こ

うしたボランティアセンターの役割もあって、現地では支援ニーズとボランティアの効

率的なマッチングが行われ、災害ボランティアを経験したことのない人でも参加しやす

い体制が整っていたといえる。 

一方、ボランティア活動を時間・労働力の無償提供とすれば、義援金・支援物資の提

供や寄附は金銭・消費財の無償提供といえる。東日本大震災にかかる義援金額の推移を

                                                  
1 多くのプログラムは、主催者が被災地までの交通手段（バス）と被災地での宿泊場所（簡易施

設、公共施設、テントなど）を用意し、数日あるいは 1 週間程度、現地に滞在してボランティ

ア活動を行う内容となっていた。 
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図 2 でみてみると、全国からの義援金は過去 高のペースで集まり、地震発生 3 週間後

の 4 月 1 日には総額（日本赤十字社分）で 1,000 億円に達し、その後も 2012 年 1 月

19 日現在では 3,070 億円に達している。 

このように、東日本大震災という歴史的な大災害に瀕して、多くの人がボランティア

活動や義援金・寄附金の提供など、さまざまな支援を行っている。それでは、こうした

支援はどのようなメカニズムでなされるのだろうか。ボランティアは辞書などによると

「自発性」、「無償性」、「公共性」の 3 つの要素を伴ったものと定義されることが多く（内

海（2001））、善意の気持ちから参加している人が多いと予想される。義援金や寄附金

の提供も、一部の著名人や企業を除けば、多くの人が見返りを期待せずに慈善的な行動

としてなされていると考えられる。 

しかし、ボランティアを経済学的に解釈すると、別の見方をすることもできる。経済

学でボランティアを扱った研究は少ないが、先行研究では、ボランティアを消費として

位置づけることが多い。つまり、ボランティアを余暇の一部ととらえ、ボランティア活

動をすること自体で効用が得られると仮定すると、家計は限られた予算や時間の中で、

消費（労働）と余暇（ボランティア）の 適な配分を決める。この場合、ボランティア

時間と労働時間あるいは余暇のシャドー価格である賃金の間にはトレードオフの代替

関係が生じやすく、（所得効果が小さいと仮定すれば）労働時間の短い人ほど、あるい

は、賃金の低い人ほど、ボランティア活動に参加しやすいことが導かれる。さらに、義

援金・寄附金提供についても、ボランティアと同様にその行為自体から効用が得られる

と仮定すると、ボランティア参加と義援金・寄附金提供の間にも代替関係が生まれ、ボ

ランティア活動に参加していない人ほど義援金・寄附金の提供を行う、といった行動が

導かれる。 

もちろん、このように経済学で説明される行動は、現実の一部分しか描写していない。

実際にボランティア活動に参加した多くの人は、理由も考えずに無心で参加したであろ

う。しかし、事後的にデータにもとづいた客観的な検証を行うことで、人々のボランテ

ィア活動のどの程度の部分が経済学で合理的に説明できるかを把握することができる

ため、逆に経済学的には説明できない慈善的・利他的な行動がどの程度であるかを浮き

彫りにすることができる。 

東日本大震災でのボランティア活動への参加が、経済学では合理的には説明できず、

例えば、親類や縁者の被災、マスメディアが映し出す被災地の被害状況に対する同情や

憐憫などの心理的な側面、利他的な価値観などで説明できる要素が大きい場合、大災害

という非常時に日本全体では社会的なリスクシェアリングがなされていたと解釈する
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こともできる。また、ボランティア活動の参加に地理的・時間的あるいは制度的な要因

が強く影響しているとしたら、大災害後の緊急的なボランティア活動の促進について、

政策的な含意を検討することも可能となる。 

そこで、本稿では、東日本大震災前後の家計行動を捉えた家計パネルデータ（『東日

本大震災に関する特別調査』および『慶應義塾家計パネル調査（KHPS）』・『日本家計

パネル調査（JHPS）』）を用いて、ボランティア活動への参加がどのようなメカニズム

で決定されるかを経済学的に検証する。『東日本大震災に関する特別調査』は、全国規

模の家計パネル調査である KHPS（2004 年から実施）と JHPS（2009 年から実施）の

調査協力家計に対して 2011 年 6 月前後に実施した郵送アンケート調査であり、震災前

後の家計行動や就業行動の変化とともに、東日本大震災に関するボランティア活動への

参加状況についても調査している。回答サンプルの 4,210 家計はいずれも毎年 1 月時点

で KHPS あるいは JHPS にも回答しているため、東日本大震災が起きる前の家計行動

やボランティア活動の状況に関する情報も利用することができる。 

本稿では、まず、東日本大震災が起きる前の 2011 年調査の KHPS と JHPS のデー

タを用いて、各家計が震災前に生活時間をどのように配分し、どのような人がボランテ

ィア活動に参加していたかを概観する。そのうえで、震災後の 6 月時点で生活時間の配

分やボランティア活動がどのように変化したかを確認し、さらに、東日本大震災関連の

ボランティア活動に参加した人々の特徴を明らかにする。震災前後の情報を用いること

で、同じボランティア活動でも震災ボランティアでは参加メカニズムが大きく異なるの

か、経済学的に説明できる部分が震災前後でどのように変化したのか、といった点を把

握することができる。これまで、ボランティアを検証した内外の研究のほとんどが、福

祉や清掃などの一般的なボランティア活動を対象としていた。これに対して本研究は、

災害ボランティアに焦点を当て、さらに同一家計（個人）のボランティア活動が災害の

前後でどのように変化したかを検証し、そのメカニズムの違いを明らかにするものであ

り、これまでにはない新しい研究と位置づけることができる。 

本稿の分析結果を先取りすると、次のようになる。まず、震災前の一般ボランティア

では、時給が低い人ほど、あるいは、労働時間が短い人やフレックスタイム制度の利用

者、自営業・家族従業員など比較的時間に拘束されていない人ほど、ボランティアに多

く参加する傾向がみられた。この傾向は、機会費用が高い人（賃金が高かったり時間の

融通が利かなかったりする人）ほどボランティア活動をしない、という機会費用仮説と

整合的である。これに対して、震災ボランティアでは、こうした傾向はほとんどみられ

なくなり、逆に、時給の高い人や労働時間の長い人ほど参加率が高いという特異な現象
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がみられた。このほか、震災ボランティアには、被災地から近くに居住している人や、

以前からボランティア活動をしている人、震災関連の募金をした人、親類・知人が被災

した人、勤務先で操業短縮が実施された人、利他的な価値観を持っている人などが参加

する傾向が高いこともわかった。これらの結果は、東日本大震災直後の緊急支援が必要

な深刻な状況下では、人々は機会費用仮説で説明される経済合理的な行動ではなく、利

他的・慈善的な行動をとりやすく、社会全体で被災者を支援しようとするリスクシェア

リング機能が働いていたと解釈することができる。 

以下、2 節ではボランティアに関する経済学分野での先行研究を概観するとともに、

ボランティアが経済学でどのように説明されるかを確認する。次に、3 節では、東日本

大震災前後の生活時間の配分やボランティア活動参加者の属性について、図表を用いた

検証を行う。さらに 4 節では、より厳密に、ボランティア活動参加の決定要因について

統計的な検証を行い、5 節で得られた結果のまとめと考察を行う。 

 
 

第２節 ボランティア活動に関する経済学研究 

 

1. 消費モデル 

 

経済学の分野でボランティアを分析した研究としては、Menchik and Weisbrod

（1987）や Freeman（1997）が有名である。これらの研究で示されているとおり、経

済学ではボランティアを消費あるいは投資として捉えることが多い2。 

消費としてボランティアを捉える場合、人々はボランティア活動自体から効用を得る

こと、言い換えれば、ボランティア活動を余暇の一部として扱うことを仮定する。この

とき、Freeman（1997）のモデルを用いると、人々は以下の効用 大化問題を解いて、

労働時間、ボランティア時間、余暇時間を決定すると考える。 

 

1..

)),(,,(max

 LTTandYWTDGts

DTCLGU

vww

v

 
 

 

ここで、G は消費、L は余暇、C は寄付で Tvの時間寄付（ボランティア）および D

の金銭寄付 2 つの要素から規定される。制約式の 1 番目は予算制約であり、W は賃金

率、Twは労働時間、Y は非勤労収入を表す。また、制約式の 2 番目は時間制約であり、

総時間を 1 に基準化している。 
                                                  
2 経済学の枠組みでボランティア活動を解説・分析した日本の文献としては、山内（1997, 2001）
や小野（2005, 2007）が参考になる。 
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 こうしたモデルでは、人々は予算制約と時間制約の下で消費とボランティアと余暇の

適配分を行っており、以下のボランティア供給関数が導出される。 

 

 cYbWaTv

       
（1） 

 

ここで賃金率 W がボランティア時間の規定要因になっているのは、それがボランテ

ィアのシャドー価格（機会費用）だからと解釈できる。シャドー価格に対する反応（b）

は、所得効果と代替効果の相対的な大きさによって、符号も大きさも変わりうる。ただ

し、通常の労働供給モデルでは所得効果が代替効果よりも小さいこと、すなわち、右上

がりの労働供給曲線が観察されることが多い。よって、所得効果が小さいという通常の

仮定を置けば b は負となるはずである。ということは、ボランティア活動は賃金の高い

人ほど参加せず、ボランティアと労働時間・賃金の間にはトレードオフの代替関係が観

察される。また、非勤労所得 Y に対する反応（c）には所得効果が反映されるため、c

は正となる。つまり、家計全体の所得が高ければボランティア活動に参加すること、言

い換えれば、ある程度金銭的に余裕のある人でないとボランティアには参加しにくいこ

とが示される。さらに、金銭的寄付についても一定の仮定を置けば、ボランティア時間

との間にはトレードオフの代替関係が導出される。 

 Freeman（1997）は上のモデルを検証するべく、アメリカの Current Population 

Survey （CSP） を用いた分析を行った。その結果、ボランティア活動と労働時間と

の関係性が弱いこと、また、ボランティアと金銭的寄付の間には代替関係ではなく補完

関係があることなどを発見した3。つまり、アメリカ人のボランティア活動は、上で想

定した消費モデルで説明できる部分は限定的であり、それ以外の規程要因が存在するこ

とが示されたといえる。そして、その規定要因として Freeman（1997）は、「人から頼

まれること（being asked）」の重要性を示し、その意味でボランティアは社会的な要請

や道義上の判断で消費される「良心財（conscience good）」であると説明している。 

 

2. 投資モデル 

 

Menchik and Weisbrod（1987）は上と同様の消費モデルを展開するとともに、労働

者にとってボランティアは投資の側面もあるとする投資モデルも提示している。この投

資モデルは、ボランティア活動を経験すると、人的資本が蓄積されたり就職活動での印

象がよくなったりし、結果的に将来の賃金が高まる可能性があることに焦点を当てたも

のでる。ボランティア活動に参加すると、その時間は就業できないため一時的には所得

                                                  
3 このほか Brown and Lankfor（1992）などでもボランティアと寄付との間の補完関係を指摘

している。 
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が低下する。しかし、その一時的な所得の減少分よりも将来的な所得の増加分が現在価

値でみて大きくなる場合、労働者はボランティア活動に参加する。逆に、将来の所得増

加が相対的に小さければ、その労働者はボランティア活動ではなく就業を選択すること

になる。 

このとき、賃金水準に注目すると、ボランティア活動の将来的な収益率が同じでも、

その時点で賃金の高い人ほど逸失所得（機会費用）が大きくなるため、消費モデルと同

様に、やはりボランティアへの参加と賃金にはトレードオフの代替関係が生じる。つま

り、Menchik and Weisbrod（1987）は、消費モデルと投資モデルのいずれでもボラン

ティア活動と賃金の間には負の相関関係がみられることを示したといえる。本稿ではこ

うした関係を機会費用仮説と呼ぶ。 

Menchik and Weisbrod（1987）はアメリカのアンケート調査データを用いて機会費

用仮説を検証し、ボランティア時間と賃金の間の有意な負の相関関係を見出している。

一方、Day and Devlin（1998）は、カナダのデータを用いてボランティア活動がその

後の収入に与える影響を検証し、ボランティアをすることでその後の年収が 6～7%増

加するという高い収益率の存在を示している。 

  

3. 日本における実証研究 

 

日本におけるボランティアの経済研究は数少ないが、山内（2001）が都道府県別の

集計データとともに、個々人のミクロデータを用いて、（1）式を推計する貴重な検証を

行っている。その結果、都道府県データを用いた分析からは、機会費用仮説が成立し、

賃金率が低いほど、また、県民所得が高いほど、ボランティア参加率が高いことを示し

ている。一方、ミクロデータを用いた分析からは、機会費用仮説は完全には成立しない

こと、特に、寄付とボランティア活動には代替関係ではなく補完関係があることなどが

示摘されている。 

 このほか、跡田・福重（2000）は、首都圏・長野県・大分県の中高年（40～89 歳）

へのアンケート調査データを用いて、中高年のボランティア活動の規定要因をプロビッ

トモデル（活動参加率）およびトービットモデル（活動時間）で検証している。その結

果、首都圏のデータを用いると、賃金率がボランティア活動に有意に負の影響を与える

こと、すなわち、機会費用仮説が成立していることを明らかにしている。 

 また、前川（2000）は、阪神淡路大震災直後に避難所でボランティア活動に携わっ

た人に対する朝日新聞のアンケート調査を用いた検証を行い、賃金の低い人ほど有意に

ボランティアの活動日数が長くなっていたことを示している。前川（2000）の検証は、

利用サンプルがボランティア活動に従事した人に限られているため、サンプルセレクシ

ョン・バイアスの問題等、結果の解釈には留意が必要である。とはいえ、この結果は、

震災ボランティアについても機会費用仮説が成立している可能性を示唆する貴重なも
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のといえる4。 

 以上をまとめると、経済学ではボランティア活動への参加を機会費用仮説で説明する

ことが多い。しかし、内外の研究成果をみると、分析方法やデータによってボランティ

アと賃金・労働時間の関係が異なるなど、必ずしも機会費用仮説が頑健に成立するとは

いえない。特に、ボランティア活動と寄付の間の関係は、多くの研究で代替ではなく補

完関係が示されている点には留意が必要といえる。 

 次節以降では、これらの研究成果を踏まえ、2011 年の震災前に日本でボランティア

の機会費用仮説が成立していたのか、また、震災後にどのような変化が生じたのか、と

いった点に焦点を当てた検証を行う。本稿の研究がこれまでと明らかに異なるのは、パ

ネルデータを利用していることであり、特に同じ個人（家計）のサンプルを用いて震災

前後の行動の変化を検証することが特徴点といえる。 

 

 

第３節 データでみる震災ボランティア活動 

 

1．震災前の生活時間とボランティア活動 

 

本節では、まず、東日本大震災発生前の 2011 年調査（調査時点は 2011 年 1 月）に

おける KHPS と JHPS のデータを用いて、各家計が震災前に生活時間をどのように配

分し、どのような人がボランティア活動に参加していたかを概観する。両データでは、

日常の生活時間として、「労働時間」、「通勤・通学時間」、「家事時間」、「育児時間」、「仕

事のための学習時間」、「ボランティア時間」、「睡眠時間」の 7 項目を尋ねている。さら

に、本稿では、これら以外の時間を「その他の時間」5と合算して分析を行う。 

図 3 をみると、「その他の時間」を除いて も長かったのは睡眠時間（47.3 時間／週）

であり、次に労働時間（24.7 同）、家事時間（12.4 同）が続いている。また、図 4 で 1

週間（=168 時間）に占める割合別にみると、睡眠時間が 28.1％、労働時間が 14.7％、

家事時間が 7.4％、通勤時間や育児時間が 1.8％となった。これらの数字は、『社会生活

基本調査（平成 18 年）』（総務省）の生活時間割合（全日、1 日あたり）と大きくは異

ならない6。 

ボランティアに注目すると、活動時間は週 0.4 時間、時間割合では 0.3％と 7 項目の

                                                  
4 このほか、中島他（2004）では公的統計である『社会生活基本調査』の個票データを用いて、

日本人のボランティア活動の特徴を示している。 
5 「それ以外の時間」に含まれる行動項目としては、『社会生活基本調査』（総務省）の分類に基

づけば、身の回りの用事、食事、買い物、移動（通勤・通学除く）、テレビ・ラジオ・新聞・雑

誌、趣味娯楽、スポーツ、交際・付き合い、受診・療養、その他などが考えられる。 
6 『社会生活基本調査（平成 18 年）」の第 1 表では、行動の種類別総平均時間（全日、1 日あた

り生活時間から計算）は、仕事が 15.6％、通勤・通学が 2.2％、家事が 6.0％、育児が 1.0％、

学習・研究が 0.8％、ボランティア活動が 0.3％、睡眠が 32.1％、その他が 41.9％となっている。 
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中で も短かった。『社会生活基本調査』でもボランティア時間は週 0.6 時間7、時間割

合では 0.3％となっており、同程度に短い時間となっている。なお、ボランティア活動

に参加した人の割合（参加率）を算出すると、本稿で用いた KHPS・JHPS のデータで

は 10.2％となる一方で、『社会生活基本調査』では 26.2％となり、大きな違いがみられ

る。 

しかし、この違いは、ボランティア参加率の算出方法が異なることに起因する。とい

うのも、『社会生活基本調査』では 1 日を 15 分刻みで調査しており、少しでもボラン

ティア活動をすると参加者にカウントされる。これに対して、KHPS・JHPS では、ま

ず回答者にボランティア活動の日常的な頻度として、「ほとんど毎日」、「週に数回」、「週

に 1 回」、「ほとんどやっていない」、「まったくない」のいずれかを選択してもらい、次

に「ほとんど毎日」、「週に数回」、「週に 1 回」のいずれかを選択した人に活動時間を回

答してもらっている。本稿では、これら 3 つの選択肢のいずれかを選んだ人をボランテ

ィア参加者と定義しているため、「ほとんどやっていない」を選んだ人は参加者にカウ

ントされない。しかし、「ほとんどやっていない」を選んだ人は「まったくない」とい

うことでもないので、この部分がカウントされないために、『社会生活基本調査』より

も参加率が大幅に低くなっていると考えられる。事実、「ほとんどやっていない」を選

んだ人も参加者にカウントすると、本稿で用いるデータでもボランティア活動の参加率

は 29.4％と高くなる。 

 次に、ボランティアに参加する人がどのような特徴を持っているかを確認してみたい。

まず、表 1 でボランティア参加者と非参加者の属性を比較すると、以下のようなことが

わかる。すなわち、ボランティア参加者の方が、年齢が高く、6 歳未満の未就学児がい

ない割合が高いほか、非就業者や自営業者、フレックスタイムで就業している人の割合

が高い。また、収入状況をみると、ボランティア参加者ほど、本人の賃金が低い一方で、

世帯年収あるいは本人以外の世帯年収は高い。 

つまり、表 1 からは、震災前のボランティアの特徴として、就業や育児によって時間

が制限されていない人や賃金が低い人ほど参加していた、という点で機会費用仮説が成

立している可能性が高いこと、さらに、（本人以外の）世帯年収が多い人ほどボランテ

ィアに参加しているという点で所得効果が作用している可能性があることがわかる。 

 

2．震災後の生活時間の変化 

 

上で観察した生活時間の配分やボランティアの特徴は、震災後にどのように変化した

のだろうか。そこで、震災後の実施した『東日本大震災に関する特別調査』の結果をも

とに、この点を検証してみたい。まず、図 5 では、震災後に生活時間の配分がどのよう

に変化したかを示した。図 5 をみると、変化がない人の割合を示した折れ線グラフが高

                                                  
7 5 分/日から換算している（0 時間を含む平均値）。 
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い水準に位置していることからわかるように、全体的には大きな変化はなかったといえ

る。しかし、増加・減少の大きさの違いを詳しくみると、図 5 から、労働時間と睡眠時

間については減少している人の割合が大きい一方で、育児時間とボランティア時間につ

いては増加割合が大きいことも確認できる8。つまり、震災後には、仕事と睡眠の時間

が減少し、僅かではあるが、その分を育児時間やボランティア時間に充てていた傾向が

みられる。 

次に、表 2 では、どのような人の生活時間の変化が顕著だったかをみるため、それぞ

れの生活時間が「増えた」と回答した人の割合から「減った」と回答した人の割合を引

いた指標を作成し、属性別に比較した。まず表 2 で就業関連の時間をみると、労働時間

は、男性や高齢層、自営業者、低賃金層、計画停電実施地域に居住あるいは勤務する人

ほど減少しており、逆に、非就業者や震災ボランティア新規参加者9ほど増加していた

ことがわかる。一方、増加者の割合が多かった通勤・通学時間は、男性、大卒以上、正

規雇用者、年収・賃金が高い層、計画停電実施地域の居住・勤務者、震災ボランティア

新規参加者ほど増加している。 

このほか、生活関連の時間をみると、睡眠時間は、女性や 30 歳代、自営業者、震災

ボランティア新規参加者、計画停電実施地域の居住・勤務者、本人・友人・親類が被災

した人、東北・関東地方の居住者ほど減少している。また、育児時間は、女性、20～

40 歳代、大卒以上、（本人や世帯の）年収・賃金が高い層、震災ボランティア新規参加

者、勤務先で操業短縮を実施していた人、本人・友人・親類が被災した人、東北・関東

地方の居住者ほど増加している。 後に、ボランティア時間は、正規雇用者、自営業者、

（世帯の）年収・賃金が高い層、ボランティア経験がある人、勤務先で操業短縮が実施

された人、本人・友人・親類が被災した人、東北地方の居住者ほど増加している。 

 以上のことから、全体的にみて、被災地に近い東北・関東地方の居住者や本人・友人・

親類が被災した人ほど生活時間全般に変化がみられており、生活時間は震災の影響を少

なからず受けていたことがわかる。 

 

3．震災ボランティア参加者の特徴 

 

東日本大震災に関する災害ボランティア（以下、震災ボランティアと呼ぶ）への参加

者の特徴を整理すると、まず、参加率では、『東日本大震災に関する特別調査』の回答

者 4,210 人のうち約 2.8％の 118 人が参加していた。参加者の平均的な参加日数は 5.6

                                                  
8 ここで KHPS サンプルに対する調査のみ、労働時間は実数でのみ調査しているため、震災前

後の労働時間の変化は実数を比較して「増加」（5％以上増加した場合）、「変わらない」（変化率

が絶対値で 5％未満の場合）、「減少」（5％以上減少した場合）に分類している。このため、他の

行動時間と比べて、増減が大きく表れやすくなっている点には留意が必要といえる。 
9 震災ボランティア新規参加者とは、2011 年 1 月時点調査にはボランティア活動をしていなか

ったものの、震災後にボランティア活動に参加した人のことを指す。 
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日、ボランティア活動場所は、44 人（33.9％）が被災地、55 人（46.6％）が被災地以

外で活動したと回答している10。ボランティアの参加方法としては、有給休暇・休日を

利用しての参加者が 22.8％と多いが、それと同程度に「職場などの公務」（22.9％）と

しての参加者も多い。 

この「職場などの公務」としてのボランティアがどのような内容のものだったかは調

査していないが、企業や労働組合などからのボランティアの派遣や公的・専門的な職務

（公務員、医師、その他専門職）などで参加した人が含まれると考えられる。公務とし

ての参加が「ボランティア」に該当するかは留意が必要だが、職場からの派遣や職務で

あっても単なる業務命令ではなく自発的に参加している人も少なくなく、また、企業派

遣であっても営利活動とは異なる社会的責任（CSR）の要素が強いと考えられる。こう

したことから、本稿では、これら「職場などの公務」としての参加も広義のボランティ

ア活動と定義して分析を進める。 

 次に、震災ボランティアの参加者と非参加者との属性や意識の違いを表 3 にまとめて

みた11。表 3 をみると、基本属性では、30～40 歳代の壮年層や東北地方・関東地方の

居住者ほど震災ボランティアに参加し、震災に関連した属性では、本人・友人・親類が

被災した人や計画停電実施地域の居住・勤務者、帰宅困難経験者ほど参加していること

がわかる。就業関連の属性では、就業年数が長い人、正規雇用者、官公庁に勤務する人、

勤務先で操業短縮が実施された人、賃金や世帯年収が高い人ほど、ボランティアへ参加

する傾向がみられる。このほか、震災ボランティアに参加した人は、震災前からボラン

ティアに参加していた傾向があることや、義援金・募金をする割合および金額が高いこ

ともわかる。募金とボランティアの間に、代替関係ではなく補完的関係があることは、

先行研究の結果と合致する。また、価値観や考え方に注目すると、「自分よりも他人の

ことを第一に行動する」といった利他的な考え方や「仕事よりも家族・友人・知人を大

事にする」といった考え方を持つ人ほど、あるいは、「苦しみは人間を成長させる面が

ある」・「死後の世界は存在すると信じる」といった宗教観を持っている人ほど、震災ボ

ランティアへの参加率が高いこともわかる。 

 表 1 の震災前の一般的なボランティア参加者にはみられなかった震災ボランティア

参加者に固有の特徴としては、30～40 歳代の壮年層が多いこと、あるいは、正規雇用

者や賃金の高い労働者が多いことが挙げられる。壮年層が多い点は、震災ボランティア

が、瓦礫の撤去やヘドロの除去、物資の搬入・配布、建設、清掃、炊き出しなど、比較

的体力を要する活動が多いことが起因していると考えられる。また、正規雇用者や賃金

水準の高い人が多く参加していた点は、逸失所得が大きいために賃金の高い人ほどボラ

                                                  
10 参加地に関する回答漏れがみられる。この理由は、選択肢が「被災地以外（避難所や物資の

発送所など）」と限定的に解釈され、自身が該当する参加地がないとして、無回答者が多かった

のだと推測される。 
11 就業関連の属性（賃金、労働時間、就業形態など）や価値観は震災前の時点での情報を
用いている。 
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ンティア活動には参加しないという機会費用仮説と矛盾しており、震災前の一般的なボ

ランティアと逆の現象が確認された。 

この点を詳しくみるため、就業者に限定して、ボランティア参加率と労働時間あるい

は賃金との関係を図 6 と図 7 にまとめてみた。図 6 は労働時間とボランティア参加率、

また、図 7 は時間当たり賃金率とボランティア参加率の関係を図示したものである。こ

れらの図をみると、表 1 で確認したように、震災前の一般的なボランティアでは、労働

時間が短い労働者や賃金率が低い労働者ほど参加率が高く、機会費用仮説が成立してい

るようにみえる。週 60 時間以上働く長時間労働者や時間当たり賃金が上位 20％に入る

第 5 分位の労働者で参加率が高くなっているが、この階層では所得効果が強くなってい

ると解釈ができる（通常の労働供給関数でいえば、時給が高くなると所得効果が大きく

なり労働供給曲線が後方屈折することと類似している）。 

これに対して、震災ボランティアでは、逆に長時間労働あるいは高賃金の労働者ほど

参加率が高くなっており、ここに明らかな変化がみてとれる。正確に述べるなら、震災

前後の変化としては、長時間労働あるいは高賃金の労働者ほど参加率が増加したわけだ

けではなく、短時間労働あるいは低賃金の労働者の参加率が大幅に低下したといえる。

さらに、「職場などの公務」として参加した人を除いた場合の参加率を比較してみると、

震災ボランティアに参加した人のうち、長時間労働あるいは高賃金の労働者の多くが

「職場などの公務」として参加した人であることもわかる。ただし、「職場などの公務」

として参加した人以外の参加率においても、僅かながら長時間労働あるいは高賃金の労

働者ほど参加率が高いという傾向は引き続き確認できる12。 

これらのことから、震災ボランティアに参加するメカニズムは、機会費用仮説があて

はまる震災前の状況とは明らかに異なっており、経済合理性では説明できない要因が存

在していたと考えられる。次節では、回帰分析によってこの点をさらに検討する。 

 

 

第４節 ボランティア活動参加の決定要因 

 

本節では、プロビットモデルを用いて、震災前の一般的なボランティア活動、並びに

震災ボランティア活動に参加する決定要因を探る。推計では、(1)式をもとに、ボラン

ティア参加の有無を被説明変数、時間当たり賃金率（あるいは労働時間）、募金、非勤

労所得、その他属性を説明変数とする式を計測する。 

まず、震災前の一般ボランティア活動の参加確率を推計した表 4 をみると、時給は有

意でないものの、時給を 5 分位に分けたダミー変数からは、第 4 分位・第 5 分位とい

                                                  
12 震災ボランティアについては、所得効果が顕著に大きくなったために、長時間労働ある
いは高賃金の労働者が多く参加していた可能性もある。しかし、震災後に急に所得効果が
大きくなったとは考えにくく、この可能性は小さいと判断できる。 
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った高い時給をもらっている人ほど、ボランティア活動に参加していないという有意な

関係があり、機会費用仮説の成立が示唆される。また、東日本大震災以降の募金ダミー

がプラスに有意となり、ここでもボランティアと募金が補完的な関係にあることがわか

る。加えて、フレックスタイム制度利用者や自営業者ほどボランティアの参加確率が高

いことも示されており、時間に融通の利く勤務体系がボランティア参加にプラスの影響

を与えることが把握できる。なお、非勤労収入をあらわす本人以外の世帯収入は、ボラ

ンティア活動に統計的に有意な影響を与えておらず、所得効果は確認できない。 

次に、同じ表 4 で、震災ボランティア活動の参加率の推計結果をみると、震災前ボラ

ンティアとは異なり、時給が有意にプラスになっているほか、分位別には第 4 分位・第

5 分位といった高い時給をもらっている人ほど震災ボランティアに参加していた傾向

が確認できる。この結果は明らかに機会費用仮説と矛盾する。さらに、本人以外の世帯

所得も有意にマイナスに推計されており、経済理論から示される結果とは逆の符号が得

られている。また、震災前と同様に募金ダミーは有意にプラスになっており、ボランテ

ィアとの補完関係が見出せる。 

こうした傾向は、時給の代わりに労働時間を説明変数に用いた表 5 でもいえる。すな

わち、震災前は、週 40 時間未満の労働者よりも週 40～60 時間働く労働者ほど参加確

率が低かった。しかし、震災後は週 60 時間以上働く長時間労働者ほど、ボランティア

に参加しており、参加メカニズムに大きな変化が生じている。なお、こうした傾向は、

「職場などの公務」として震災ボランティアに参加した人を除いて同様の推計を行った

表 6 でも、引き続きみられる。表 6 をみると、時給は有意でなくなっているが、分位別

にみると、時給の高い人ほど震災ボランティアの参加確率が有意に高いことや、週 60

時間以上働く長時間労働者の参加確率も有意に高いことがわかる。 

以上の結果はいずれも、震災ボランティアの参加メカニズムが、機会費用仮説などの

経済理論では説明できないことを示しており、非常に興味深い。それでは、どのような

要因が震災ボランティアの参加を規定するのか。まず考えられるものとしては、表 4 や

表 5 でも示されているように、居住地の要因が挙げられる。被災地に近い東北や関東地

方の在住者ほどボランティアに参加しており、被災地までの距離が重要な決定要因にな

っていたと考えられる。 

次に考えられるものとして、被災者との関係や職場の環境、個々人の価値観なども挙

げられる。そこで表 7 では、これらの要因を加えて、表 4 や表 5 と同様のプロビット

モデルを推計した結果をまとめている。表をみると、自身や友人・知人・親類が被災し

た人ほど、震災ボランティアに参加していることがわかる。また、表からは、勤務先が

操業短縮を実施した人も震災ボランティアに参加していることもわかる。これは、操業

短縮によって労働時間が減少したために生じた時間を震災ボランティアに割り当てた

ことを示唆している13。通常は長時間労働をしているような労働者も、操業短縮などで

                                                  
13 別の解釈としては、操業短縮をした企業は被災地域との関係性が高いため、そのことが
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時間に余裕ができれば、ボランティア活動に参加する可能性があり、長時間労働がボラ

ンティア参加の制約になっているとの指摘ができる。このほか、価値観については、利

他的な考え方や宗教観などを示す 4 つの指標を説明変数に入れたが、震災ボランティア

に統計的に有意なプラスの影響を与えるのは「自分よりも他人のことを第一に行動する」

と回答した利他的な価値感だけであった。そうした価値観がボランティア参加につなが

っており、「有言実行」を体現しているといえる。 

 

 

第５節 おわりに 

 

本稿では、東日本大震災前後の家計行動を捉えた家計パネルデータを用いて、ボラン

ティア活動への参加がどのようなメカニズムで決定されるかを経済学的に検証した。 

まず、東日本大震災が起きる前の生活時間の配分やボランティア活動の特徴を概観し

たところ、ボランティア活動への参加は時間・参加率とも積極的とはいえないものの、

就業や育児によって時間が制限されていない人や賃金が低い人、本人以外の世帯年収が

多い人ほど、ボランティア活動に参加している傾向がわかった。一方、震災後は、仕事

や睡眠時間が減少する中で、僅かながら育児とともにボランティア時間が増加しており、

また、震災ボランティア参加者の特徴としては、以下の点が把握できた。すなわち、賃

金の高い人や労働時間の長い人、震災関連の募金をした人、以前からボランティア活動

をしている人、30～40 歳代の壮年齢層、東北地方・関東地方の居住者、親類・友人が

被災した人、就業年数が長い人、正規雇用者、官公庁勤務者、勤務先で操業短縮が実施

された人ほど、震災ボランティアへ参加する傾向が高い。 

次に、機会費用の高い人（賃金が高かったり時間の融通が利かなかったりする人）ほ

どボランティアに参加しない、という機会費用仮説に注目しながら、ボランティア参加

の決定要因をプロビットモデルで検証した。その結果、震災前の一般ボランティア活動

では、時給が低い人ほど、あるいは、労働時間が短い人やフレックスタイム制度の利用

者、自営業・家族従業員など比較的時間に拘束されていない人ほど、ボランティアに多

く参加するという、機会費用仮説と整合的な傾向がみられた。 

これに対して、震災ボランティア活動では、こうした傾向はほとんどみられなくなり、

逆に、時給の高い人や労働時間の長い人ほど参加率が高いという特異な推計結果が得ら

れた。この傾向は、職場や公務としてボランティアに参加した人を除いた場合でも、大

                                                                                                                                                  
従業員のボランティア参加につながった可能性もある。ただし、表 6 では、知人も含め被

災した人がいるかどうかをコントロールしているため、操業短縮で労働時間制約が外れた

ことによる影響のほうが大きいと類推される。 
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きくは変わらない。つまり、震災後のボランティア参加は機会費用仮説では説明できず、

経済合理性ではない別の要因が存在したと考えられる。そこで、震災ボランティア活動

を規定する他の要因を検証したところ、被災地の近くに居住している人や、以前からボ

ランティア活動をしている人、震災関連の募金をした人、本人・友人・親類が被災した

人、勤務先で操業短縮が実施された人、利他的な価値観を持っている人などが参加する

傾向が高いこともわかった。 

このように、震災ボランティアの参加メカニズムは、機会費用仮説が示唆された震災

前とは明らかに異なっており、経済合理性による説明では不十分といえる。このことは、

東日本大震災直後の緊急支援が必要な深刻な状況下では、人々は経済合理性のある行動

ではなく、利他的・慈善的な行動をとりやすく、社会全体で被災者を支援しようとする

リスクシェアリング機能が働いていたと解釈することもできる。 

このほかにも、本稿の分析結果からは、いくつかの含意を導出することができる。ま

ず、操業短縮を経験した人ほどボランティアに参加していたという結果からは、長時間

労働がボランティア活動の障害になっている可能性が指摘できる。日本人の労働時間は

正規雇用者を中心に先進諸国の労働者と比べて顕著に長いため、長時間労働が是正され

れば、ボランティアへの参加率が上昇することも期待できる。また、被災地からの距離

が近いほど震災ボランティアへの参加率が高かったことから、震災ボランティアの参加

を促すためには、被災地への交通網や宿泊施設の整備が重要といえる。 

さらに、「職場などの公務」として震災ボランティアに参加した人が多く、そのこと

が高い時給や長い労働時間の震災ボランティア参加者として観察された点は、企業や労

働組合などの取り組みの重要性を示唆する。今回の震災ボランティアでは、多くの企業

や労働組合がボランティア・グループを組成し、被災地で活動を行ったとされている。

冒頭で紹介した Freeman（1997）は、「人から頼まれる（being asked）」ことで人々は

ボランティアに参加しやすくなることを指摘したが、職場など身近な場所で震災ボラン

ティアを派遣するパッケージが用意されたことは、労働者が震災ボランティアに参加す

る貴重な契機になった可能性が高い。推計で示されたように、特に震災時は利他的・慈

善的な要因でボランティア活動に参加するニーズが高まると考えられる。そうした際に、

仕事が休めなかったり、きっかけがなかったりするなどして、実際の行動には移せない

労働者を出さないためには、企業がボランティア参加の機会を設けたり、ボランティア

休暇や有給休暇の取得を促進したりすることが重要といえる。こうした企業の CSR 活

動は、働く人々のボランティア参加の原動力になるとともに、企業にとっても社会的責

任を果たし、将来的な利潤の追求にもつながる可能性がある。今回の震災をきっかけに
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企業がこうした取り組みを検討する価値は十分にあると考えられる。 
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図１ 東日本大震災のボランティア数の推移（各月ごとの人数） 
 

 
出所：全国社会福祉協議会・全国ボランティア・市民活動振興センターHP、被災

地支援・災害ボランティア情報 http://www.saigaivc.com/ボランティア活

動者数の推移/ 
備考：被災 3 県の災害ボランティアセンターで受け付けたボランティア活動者数の

推移（仮集計）  
 
 
図 2 東日本大震災関連の義援金の件数と金額の推移（日本赤十字社） 

 

 
出所：日本赤十字社 Press Release  

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/111111_gienkin3000siryo.pdf 
備考：3 月は 14～31 日の集計。  
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図 3 週あたり平均生活時間（2011 年 1 月時点調査） 

 

 
 

 

図 4 週あたり生活時間の割合（2011 年 1 月時点調査） 
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図 5 震災前後の生活時間の変化 
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図 6 労働時間とボランティア参加率 
 

 

 

図 7 賃金率とボランティア参加率 
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表 1 ボランティア参加者と非参加者の属性：震災前 

 

    

  

した しなかった
平均年齢（歳） 59.48 52.66
男性（構成比） 0.46 0.47
有配偶（構成比） 0.85 0.78
家族人数（人） 3.05 3.20
6歳未満の子どもがいる（構成比） 0.05 0.10
就学年数（年） 12.96 12.88
中卒（構成比） 0.14 0.13
高卒（構成比） 0.44 0.47
専門・短大卒（構成比） 0.14 0.14
大卒以上（構成比） 0.28 0.25
居住地（構成比） 都市部 0.29 0.30

東北地方 0.05 0.05
関東地方 0.34 0.33

就業者（構成比） 0.51 0.67
就業年数（年） 10.16 11.55
正規雇用（構成比） 0.15 0.31
非正規雇用（構成比） 0.16 0.20
自営業（構成比） 0.40 0.24
フレックス（構成比） 0.78 0.60
時間当たり賃金（千円） 1.56 1.68
世帯年収(千円) 7050.15 6934.77
本人以外の世帯員の年収(千円) 3847.44 3655.89
企業規模（構成比） 5人未満 0.16 0.15

5～30人未満 0.11 0.13
30～100人未満 0.07 0.09
100～500人未満 0.08 0.12
500人以上 0.06 0.14
官公庁 0.04 0.04

ボランティア
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表 2 震災前後でみた生活時間の変化（「増えた」回答率―「減った」回答率） 

 

 

 

  

労働 通勤・通学 睡眠 家事 育児 ボランティア
男性 -9.32 2.7 -5.54 0.22 0.58 0.85
女性 -3.85 0.54 -9.38 -0.14 1.9 1.71
20歳代 -4.14 4.71 -2.1 2.13 1.99 0.47
30歳代 -3.78 3.18 -11.59 0.49 3.65 1.54
40歳代 -3.79 0.78 -6.32 0.38 1.76 1.49
50歳代 -9.22 2.39 -7.13 1.34 -0.16 0.6
60歳以上 -7.37 -0.11 -7.7 -1.42 -0.14 1.68
大卒以上 -5.55 3.94 -6.01 1.18 2.24 1.56
それ以外 -6.62 0.67 -8.12 -0.38 0.84 1.18
就業 -10.75 2 -6.95 0.38 1.06 1.33
非就業 1.48 0.14 -8.74 -0.62 1.87 1.2
正規雇用 -7.18 3.66 -6.01 0.59 1.52 1.47
非正規雇用 -7.45 1.27 -7.31 0.88 0.94 0
自営業 -21.86 -0.51 -9.11 -0.16 0.43 2.34
本人年収(第1分位) -11.91 -1.41 -6.7 -0.57 1.45 0.69
本人年収(第2分位) -11.18 1.44 -8.35 0.2 -0.78 1
本人年収(第3分位) -7.02 2.31 -6.61 1.96 1.16 1.33
本人年収(第4分位) -12.53 2.43 -6.35 0.45 1.49 1.45
本人年収(第5分位) -13.92 5.85 -6.19 0.43 1.94 1.18
世帯年収(第1分位) -6.2 0.86 -8.44 -2.15 0.21 0.93
世帯年収(第2分位) -7.67 0.16 -9.33 -0.8 0.77 1.9
世帯年収(第3分位) -5.3 1.79 -6.97 1.77 1.66 0.58
世帯年収(第4分位) -4.69 1.53 -5.18 1.13 2.04 1.04
世帯年収(第5分位) -8.18 4 -6.93 0.68 1.04 2.38
本人賃金(第1分位) -18.14 0.89 -7.94 -2.29 0.83 -0.27
本人賃金(第2分位) -13.33 0.63 -9.36 0.64 0.26 1.23
本人賃金(第3分位) -9.38 0.44 -6.05 1.76 1.27 1.22
本人賃金(第4分位) -15.01 3.2 -5.44 1.5 2.18 1.42
本人賃金(第5分位) -6.98 4.93 -6.54 1.32 1.55 1.49
ボランティア
　震災前なし -6.29 1.74 -7.5 0.06 1.4 0.69
　震災前あり -7.01 0.00 -8.34 -0.28 -0.44 6.38
　震災前・震災後なし -6.51 1.63 -7.27 0.12 1.25 0.12
　震災後新規参加 4.23 5.8 -11.69 1.31 3.45 22.06
計画停電あり -9.7 4.75 -10.01 -0.57 1.43 1.03
計画停電なし -5.44 0.74 -6.9 0.19 1.2 1.36
操業短縮あり -7.08 3.42 -10.17 1.69 3.09 3.03
操業短縮なし -6.35 1.63 -7.5 -0.03 1.18 1.23
被災者あり -5.1 2.71 -11.2 0.14 1.64 2.27
被災者なし -7.06 0.96 -5.56 -0.04 1.03 0.72
東北地方在住 -9.43 3.45 -12.17 -1.64 2.54 3.84
関東地方在住 -7.62 4.13 -12.06 0.16 2.44 1.29
その他在住 -5.46 0.15 -4.84 0.09 0.55 1.12
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表 3 震災ボランティア参加者と非参加者の属性比較：震災後 

 

 
 

  

した しなかった
平均年齢（歳） 51.69 53.35
20歳代（構成比） 0.04 0.06
30歳代（構成比） 0.17 0.15
40歳代（構成比） 0.31 0.19
50歳代（構成比） 0.12 0.20
60歳以上（構成比） 0.36 0.40
男性（構成比） 0.48 0.47
有配偶（構成比） 0.83 0.79
家族人数（人） 3.36 3.18
6歳未満の子どもがいる（構成比） 0.09 0.09
就学年数（年） 13.04 12.88
中卒（構成比） 0.13 0.13
高卒（構成比） 0.45 0.47
専門・短大卒（構成比） 0.14 0.14
大卒以上（構成比） 0.29 0.25
居住地（構成比） 都市部 0.30 0.30

東北地方 0.13 0.05
関東地方 0.45 0.33

就業者（構成比） 0.70 0.66
就業年数（年） 14.66 11.33
正規雇用（構成比） 0.41 0.29
非正規雇用（構成比） 0.08 0.20
自営業（構成比） 0.30 0.25
フレックス（構成比） 0.60 0.62
時間当たり賃金（千円） 2.12 1.66
世帯年収(千円) 7583.73 6927.12
本人以外の世帯員の年収(千円) 3588.97 3676.51
企業規模（構成比） 5人未満 0.15 0.15

5～30人未満 0.14 0.13
30～100人未満 0.11 0.09
100～500人未満 0.08 0.12
500人以上 0.15 0.14
官公庁 0.08 0.04

震災前ボランティアあり 0.25 0.09
東日本大震災関連の寄付 寄付実施（構成比） 0.77 0.73

寄附金額（円） 15991.10 9451.76
本人・友人・親類が被災（構成比） 0.58 0.35
計画停電あり（構成比） 0.37 0.22
帰宅困難あり（構成比） 0.12 0.09
操業短縮（構成比） 0.07 0.03
価値観・宗教観（構成比） 自分よりも他人のことを第一に行動する 50.17 44.76

仕事よりも家族・友人・知人を大事にする 64.09 60.74
苦しみは人間を成長させる面がある 67.83 62.90
死後の世界は存在すると信じる 46.12 40.92

震災ボランティア
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表 4 ボランティア活動参加の決定要因：賃金率 
 

 
備考： 1. プロビットモデルによる推計結果。限界効果を掲載。 

2. （ ）内は標準誤差（White robust standard errors）。 
3. 「***」、「**」、「*」は、それぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意なことを示す。 

時給（自然対数値） -0.013 0.009 **

(0.008) (0.004)
時給ダミー（ベースは第1分位）

第2分位 0.008 0.013
(0.015) (0.011)

第3分位 -0.008 0.012
(0.015) (0.012)

第4分位 -0.028 * 0.036 ***

(0.014) (0.018)
第5分位 -0.031 * 0.037 **

(0.014) (0.021)
震災関連募金ダミー 0.000 * 0.000 * 0.000 ** 0.000 **

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
震災前一般ボランティアダミー 0.049 *** 0.052 ***

(0.019) (0.020)
居住地ダミー

関東地方 -0.003 0.000 0.015 ** 0.013 **

(0.010) (0.010) (0.007) (0.006)
東北地方 0.005 0.011 0.073 *** 0.070 ***

(0.025) (0.026) (0.031) (0.031)
男性ダミー -0.002 0.001 -0.005 -0.007

(0.013) (0.013) (0.006) (0.006)
年齢ダミー（ベースは20歳代）

30歳代 0.070 * 0.071 * 0.017 0.016
(0.045) (0.046) (0.022) (0.021)

40歳代 0.068 ** 0.071 ** 0.010 0.009
(0.039) (0.040) (0.018) (0.018)

50歳代 0.051 0.051 -0.008 -0.008
(0.037) (0.037) (0.013) (0.012)

60歳代以上 0.133 *** 0.135 *** -0.007 -0.005
(0.050) (0.052) (0.013) (0.013)

学歴ダミー（ベースは中卒）
大卒 0.005 0.012 0.003 0.003

(0.018) (0.019) (0.010) (0.010)
短大高専卒 -0.001 0.004 0.014 0.013

(0.019) (0.020) (0.015) (0.014)
高卒 -0.016 -0.016 0.003 0.004

(0.015) (0.015) (0.009) (0.009)
既婚ダミー 0.006 0.009 0.008 0.007

(0.013) (0.012) (0.006) (0.006)
未就学児ダミー -0.007 -0.005 -0.011 -0.010

(0.019) (0.019) (0.005) (0.006)
都市部居住ダミー 0.009 0.012 0.002 0.002

(0.011) (0.012) (0.006) (0.006)
本人以外世帯収入 -0.000 -0.000 -0.000 * -0.000 *

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
フレックスタイム制 0.020 * 0.020 * -0.001 -0.001

(0.011) (0.011) (0.005) (0.005)

自営業・家族従業 0.033 ** 0.029 * 0.012 0.015
(0.017) (0.017) (0.011) (0.012)

サンプルサイズ 2,286 2,212 2,127 2,087

(1) (2)
震災前一般ボランティア

(3) (4)
震災ボランティア
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表 5 ボランティア活動参加の決定要因：労働時間 
 

 
備考： 1. プロビットモデルによる推計結果。限界効果を掲載。 

2. （ ）内は標準誤差（White robust standard errors）。 
3. 「***」、「**」、「*」は、それぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意なことを示す。 

週労働時間 -0.000 0.000
(0.000) (0.000)

週労働時間ダミー
　（ベースは週40時間未満）

週40～60時間 -0.038 *** 0.008
(0.011) (0.007)

週60時間以上 -0.004 0.024 **

(0.013) (0.012)
震災関連募金ダミー 0.000 * 0.000 * 0.000 ** 0.000 *

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
震災前一般ボランティアダミー 0.049 *** 0.046 ***

(0.019) (0.018)
居住地ダミー

関東地方 0.001 -0.002 0.019 *** 0.018 ***

(0.010) (0.010) (0.007) (0.007)
東北地方 0.007 0.012 0.061 *** 0.043 ***

(0.024) (0.024) (0.027) (0.022)
男性ダミー -0.005 -0.002 -0.004 -0.005

(0.012) (0.012) (0.006) (0.006)
年齢ダミー（ベースは20歳代）

30歳代 0.067 * 0.065 * 0.008 0.011
(0.044) (0.043) (0.017) (0.017)

40歳代 0.069 ** 0.068 ** 0.005 0.008
(0.040) (0.039) (0.015) (0.015)

50歳代 0.044 0.047 -0.013 -0.012
(0.035) (0.035) (0.011) (0.010)

60歳代以上 0.112 *** 0.116 *** -0.011 -0.005
(0.045) (0.045) (0.012) (0.012)

学歴ダミー（ベースは中卒）
大卒 0.003 0.009 0.003 0.001

(0.017) (0.018) (0.010) (0.009)
短大高専卒 -0.007 0.000 0.010 0.006

(0.017) (0.018) (0.013) (0.011)
高卒 -0.012 -0.007 0.001 0.002

(0.014) (0.014) (0.009) (0.008)
既婚ダミー 0.008 0.005 0.007 0.005

(0.012) (0.012) (0.006) (0.006)
未就学児ダミー -0.011 -0.008 -0.012 -0.010

(0.018) (0.018) (0.006) (0.005)
都市部居住ダミー 0.009 0.003 0.001 -0.000

(0.011) (0.010) (0.006) (0.005)
本人以外世帯収入 0.000 0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
フレックスタイム制 0.016 0.016 0.001 0.001

(0.011) (0.011) (0.006) (0.005)
自営業・家族従業 0.032 ** 0.027 * 0.015 0.014

(0.016) (0.015) (0.011) (0.011)
サンプルサイズ 2,500 2,601 2,324 2,564

(1) (2) (3) (4)
震災前一般ボランティア 震災ボランティア
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表 6 ボランティア活動参加の決定要因（「職場などの公務」としての参加者を除く） 
 

 
備考： 1. プロビットモデルによる推計結果。限界効果を掲載。 

2. （ ）内は標準誤差（White robust standard errors）。 
3. 「***」、「**」、「*」は、それぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意なことを示す。 
4. 学歴ダミー、既婚ダミー、未就学児ダミーは掲載を省略。 

時給（自然対数値） 0.004
(0.003)

時給ダミー
第2分位 0.012 *

(0.008)
第3分位 0.004

(0.008)
第4分位 0.017 *

(0.012)
第5分位 0.020 *

(0.014)
週労働時間 0.000

(0.000)
週労働時間ダミー -0.000

週40～60時間 (0.005)
0.012 *

週60時間以上 (0.009)
東日本大震災関連募金ダミー 0.000 ** 0.000 * 0.000 * 0.000 *

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
震災前一般ボランティアダミー 0.022 ** 0.024 *** 0.024 *** 0.026 ***

(0.013) (0.014) (0.013) (0.014)
居住地ダミー

関東地方 0.005 0.003 0.008 * 0.009 *

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005)
東北地方 0.040 *** 0.040 *** 0.031 ** 0.024 **

(0.025) (0.025) (0.021) (0.018)
男性ダミー -0.006 -0.006 -0.005 -0.006

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005)
年齢ダミー

30歳代 0.003 0.003 -0.002 0.001
(0.011) (0.011) (0.009) (0.010)

40歳代 -0.001 -0.001 -0.003 -0.001
(0.010) (0.010) (0.009) (0.010)

50歳代 -0.011 -0.011 -0.014 * -0.013
(0.007) (0.007) (0.006) (0.007)

60歳代以上 -0.009 -0.008 -0.012 -0.009
(0.007) (0.007) (0.007) (0.008)

都市部居住ダミー -0.000 -0.000 -0.001 -0.001
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004)

本人以外世帯収入 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

フレックスタイム制 0.001 0.000 0.002 0.001
(0.004) (0.004) (0.004) (0.004)

自営業・家族従業 0.015 * 0.017 * 0.016 * 0.017
(0.010) (0.011) (0.010) (0.011)

サンプルサイズ 1,927 1,890 2,113 2,339

震災後災害ボランティア（公務・職場を除く）
(1) (2) (3) (4)
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表 7 ボランティア活動参加の決定要因：その他の要因 
 

 
備考： 1. プロビットモデルによる推計結果。限界効果を掲載。 

2. （ ）内は標準誤差（White robust standard errors）。 
3. 「***」、「**」、「*」は、それぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意なことを示す。 
4. 学歴ダミー、既婚ダミー、未就学児ダミーは掲載を省略。 

時給（自然対数値） 0.009 *** 0.009 ** 0.009 ***

(0.004) (0.004) (0.003)
被災者ダミー（本人・友人・親類） 0.016 *** 0.015 ***

(0.006) (0.006)
計画停電ダミー 0.010 0.009

(0.008) (0.007)
帰宅困難者ダミー -0.007 -0.005

(0.005) (0.005)
操業短縮ダミー 0.022 * 0.022 *

(0.017) (0.016)
価値観（0-100）

自分よりも他人のことを第一に行動する 0.000 ** 0.000 **

(0.000) (0.000)
仕事よりも家族・友人・知人を大事する 0.000 0.000

(0.000) (0.000)
苦しみは人間を成長させる面がある 0.000 0.000

(0.000) (0.000)
死後の世界は存在すると信じる 0.000 0.000

(0.000) (0.000)
震災関連募金ダミー 0.000 ** 0.000 ** 0.000

(0.000) (0.000) (0.000)
震災前一般ボランティアダミー 0.040 *** 0.039 *** 0.031

(0.016) (0.018) (0.015)
居住地ダミー

関東地方 0.006 0.015 *** 0.007
(0.008) (0.006) (0.007)

東北地方 0.049 *** 0.071 *** 0.047
(0.027) (0.031) (0.027)

男性ダミー -0.002 -0.004 -0.001
(0.006) (0.006) (0.006)

年齢ダミー（ベースは20歳代）
30歳代 0.014 0.015 0.012

(0.019) (0.021) (0.018)
40歳代 0.009 0.011 0.010

(0.017) (0.018) (0.017)
50歳代 -0.007 -0.006 -0.006

(0.011) (0.012) (0.011)
60歳代以上 -0.007 -0.005 -0.005

(0.011) (0.013) (0.011)
都市部居住ダミー 0.004 0.002 0.004

(0.006) (0.005) (0.005)
本人以外世帯収入 -0.000 -0.000 * -0.000

(0.000) (0.000) (0.000)
フレックスタイム制 -0.001 0.000 -0.000

(0.005) (0.005) (0.004)
自営業・家族従業 0.012 0.010 0.010

(0.010) (0.010) (0.010)
サンプルサイズ 2,127 2,087 2,087

震災ボランティア
(1) (2) (3)


