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原著

対人支援ボランティアにおける
ボランティア満足とバーンアウトの関係
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本研究の目的は，対人支援ボランティアにおけるボランティア満足とバーンアウトとの関連を検討
することである。ボランティア満足を測定する尺度として，Galindo-Kuhn & Guzley（2001）が作成し
た多面的にボランティアの満足について測定できる VSI の日本語版を作成し，信頼性・妥当性の検討
を行った上で，バーンアウトとの関連について検討した。日本語版 VSI は「組織との関係」
「自己有用
感」
「仲間との関係」の 3 因子構造が見出され，一定の信頼性・妥当性を示した。またバーンアウト尺
度との関連についても弱いもしくは中程度の相関が見られ，ボランティア活動歴が短い者は特にその
関係が強くなることが示された。さらにバーンアウト総合得点を目的変数とし，日本語版 VSI の各因
子を説明変数としてパーティションを行った結果，バーンアウト得点に大きく左右する因子は「自己
有用感」で，次に「自己有用感」が高い者は「仲間との関係」が，低い者は「組織との関係」が関係
していることが示され，ボランティアを効果的に活用するためには，ボランティア団体の人的管理が
重要であることを示唆する結果となった。今後の課題として，様々なボランティア活動を行っている
ボランティアを調査協力者とし，日本語版 VSI の信頼性・妥当性を高めること及びボランティアの
バーンアウトに関係する他の要因について検討することが挙げられた。
キーワード：対人支援ボランティア

ボランティア満足

バーンアウト

える。その中でも主に福祉，医療，教育などの分野で

問 題・目 的

対人支援を目的として活動している対人支援ボラン

ボランティアとは，安島（2003）によると「営利を

ティアは先に述べた経済不況による予算不足からなる

目的とせず，社会の福利向上のために自発的に貢献し

行政施策の不十分さや，行政では対応できない多様な

ようとする人々」と定義される。日本においては 1995

ニーズを補う存在として大きな役目を果たしている。

年の阪神淡路大震災以降，人的資源の一つとして注目

吉田・桜井（2004）によると，ボランティアという

されている。さらに近年の経済的な不況によって，公

人的資源は自由性を強く持った存在であり，NPO 自

的サービスが十分に供給できていない状況から，国民

体に公益性（非営利性）を与え，NPO のサービスに柔

の自助努力やボランティアに期待が高まっており（板

軟性や先駆性という特徴を与えている。しかしながら

井，2008），また吉田（1996）は「豊かな社会における

その反面，ボランティアはその自由性から「不安定で

高度・多様なニーズに対応するために NPO（Nonpro-

十分に期待できない存在」という負の特徴も持ち合わ

fit Organization：非営利団体）の活動に期待が高まっ

せ る と も 指 摘 し て い る。特 に NPO 団 体 の 中 で も

ている」とも述べていることから，ボランティアは福

ヒューマン・サービス提供組織はサービスの質の維持，

祉，災害救援，街づくり，などあらゆる分野における

向上のためにボランティアの継続が望まれるため，ボ

重要なマンパワーの一翼を担う存在になっていると言

ランティアの「不安定で十分に期待できない存在」と
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いう特徴が団体の問題になりやすいと考えられる。ま

じめとする対人支援ボランティアの継続的な活動を支

た安島（2002）は，多くの非営利組織がボランティア

援することに寄与できると考える。

という人的資源のマネジメントに関して共通の悩みを
抱えている，とも述べており，その共通の悩みの 1 つ

研究 1「日本語版 VSI 作成と信頼性・妥当性の検討」

としてボランティアのバーンアウトを挙げている。

目

バーンアウトに関する研究はこれまでにも看護師や

的

介護職員，教師などヒューマン・サービスを対象にし

研究 1 では，Galindo-Kuhn & Guzley（2001）が作成

たものが多くあり（例えば小野寺・畦地・志村，2007；

した VSI 日本語版を作成し，信頼性と妥当性を検討す

井村，2005 など）
，仕事における職務満足の高さがバー

ることが目的である。

ンアウト傾向と負の相関にあるという結果が示されて

方

いる（古川，2009；片岡，2008 など）。一方，ボラン
ティアは自発性という特性ゆえ「活動をするも辞める

法

調査協力者

のも自由」という発想から，ボランティアを対象にし

対人支援ボランティアに従事する男女 118 名（うち

たバーンアウト研究はこれまでなされてこなかった。

有効回答 106 名：男性 25 名，女性 81 名：平均年齢

しかしながら，前述したように，ボランティアの社会

29.0 歳，max＝68 歳，min＝18 歳）
。

的重要性が増している昨今において，ボランティア活

調査時期

動を安定的にクライエントに届けるためにも，ボラン
ティアのバーンアウトに関する研究は急務であると考

平成 23 年 8 月〜10 月に行った。
手続き

えられる。

日本語版 VSI 尺度を作成するために，Galindo
（2001）

バーンアウトに関する先行研究から，ボランティア

によって作成された VSI を大学院生数名で日本語訳

においても，ボランティア満足が，バーンアウトに関

した。その後，母語が英語かつ日本語に堪能な大学教

連していることが推察され，ボランティア満足を測定

授によってバックトランスレーションを実施し，日本

する尺度を開発することは，ボランティアにおける

語訳が適切に行われているかを検討した。その結果を

バーンアウト研究を行うにあたって重要である。

元に再度日本語訳の見直し，最終的な質問項目を決定

ボ ラ ン テ ィ ア の 満 足 を 測 定 す る 尺 度 と し て，
Galindo-Kuhn & Guzley（2001）が 作 成 し た VSI
（Volunteer Satisfaction Index）がある。これは文献研

した。さらに質問項目を，現在ボランティアを行って
いるボランティアと福祉施設職員の 2 名によって検討
した。日本語版 VSI（暫定）に加え，併存的妥当性を

究により，ボランティア満足を「組織からのサポート」

確認する目的で先行研究より安達（1998）による職務

「適材適所」
「集団一体感」
「参加による自尊感情の獲得」

満足尺度，及び職務満足との関係があることが示され

という 4 因子から多面的に捉える尺度で，Lok Ping

ている中村ら（2000）による楽観主義尺度，岩淵・水

Wong ら（2011）によって中国の文化背景における信

上（1996）によるセルフ・モニタリング尺度を加えた

頼性・妥当性も検討されている。しかしながら，日本

4 尺度によって質問紙を作成した。対人支援を主な活

におけるボランティア研究では，ボランティア満足を

動とするボランティア団体の責任者に調査の主旨を説

測定する方法はボランティアの満足度について主観的

明し，調査協力を依頼した。質問紙調査は郵送法で実

に評定する１項目である場合が多く，多面的にボラン

施され，倫理的配慮として，①調査協力者の匿名性は

ティア満足を捉える尺度は見当たらない。

厳守されること②質問紙への回答は任意であること③

そこで本研究では，ボランティアの中でも，バーン

研究への協力の可否によって調査協力者にとって不利

アウトが問題になりやすいと考えられる対人支援ボラ

益となる事態は起こらないことなどを文書にて説明し

ンティアを対象に，ボランティアの満足について多面

た。また，個人が特定されないよう，質問紙は封筒に

的に測定する VSI の日本語版を作成し，対人支援ボラ

入れて配布し，記入後は封をした上で回収した。

ンティアのボランティア満足感とバーンアウトの関連

調査項目

を検討することを目的とする。

(1)

本研究を通して，
今まで明らかにされてこなかった，
対人支援ボランティアのバーンアウトについての基礎

フェイスシート（年齢，職業，活動歴，活動頻度，

活動内容）
(2)

的な知見を得ることで，今後の福祉・教育・医療をは
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日本語版 VSI（暫定）

日 本 語 版 VSI（暫 定）は Galindo-Kuhn & Guzley
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（2001）の作成した「Volunteer Satisfaction Index：VSI」

転による因子分析を行ったところ，3 因子による累積

の日本語版である。VSI で採用された 26 項目を日本

説明率は 58.81％であった。第 1 因子は「必要とした

語訳し，所属しているボランティア団体やボランティ

ときに団体から得られる援助」や「活動について，団

ア活動について 7 段階（「全く満足していない」
：1，
「満

体が認めてくれる程度」など，組織と個人との関係性

足していない」
：2，「やや満足していない」：3，「どち

についての項目だったため「組織との関係」，第 2 因子

らでもない」：4，「やや満足している」：5，「満足して

は「他の人と同じくらいにボランティア活動が行える

いる」：6，
「とても満足している：7」）で回答する。

私の能力」や「私が貢献したものの価値」など，ボラ

(3)

ンティアがボランティア活動を通して得た満足感や自

職場環境，職務内容，給与に関する満足感測定尺

度（安達，1998）

信についての項目だったため「自己有用感」，第 3 因子

職場環境，職務内容，給与に関する満足感測定尺度

は「ボランティアを通して得た友情」や「団体内の他

は「職務内容」「職場環境」「給与」の 3 要因から職務

のボランティアとの関係」など，ボランティア同士の

に関する満足感を測定する尺度である。原論文では

関係性についての項目だったため「仲間との関係」と

セールス職を対象として作成された尺度であるが，項

それぞれ名付けた（表 1）
。

目内容は他の職業においても利用可能だと言われてい
る。今回は，ボランティアを対象としても使用可能だ

分析 2：日本語版 VSI の信頼性の検討

と考えられる「職務内容」と「人間関係」に関する 19

日本語版 VSI の全尺度と因子ごとに Cronbach のα

項目を採用した。各項目について 4 段階（「全然あて

係数を算出したところ，第 1 因子「組織との関係」で

はまらない」
：1，
「どちらかといえばあてはまらない」
：

0.914，第 2 因子「自己有用感」で 0.896，第 3 因子「仲

2，
「あてはまる」
：3，
「とてもあてはまる：4」）で回答

間との関係」で 0.845，全尺度で 0.949 と高い数値を

する。また，ボランティアを対象としたため，項目の

示した。

表現について意味を変えないよう変更を加えた。
(4)

分析 3：日本語版 VSI の併存的妥当性の検討

楽観主義尺度（中村ら，2000）

楽観主義尺度は「楽観」と「悲観」の 2 因子 12 項目

日本語版 VSI の併存的妥当性を検討した。日本語

からなる尺度である。項目として挙げた考え方や行動

版 VSI と職務満足尺度，楽観主義尺度，セルフ・モニ

に対して，普段の生活でどの程度当てはまるかを 5 段

タリング尺度を用いた Peason の積率相関係数を以下

階（「まったくあてはまらない」：1，「ややあてはまら

の表に示す（表 2）
。その結果，
「組織との関係」
「自己

ない」
：2，
「どちらでもない」
：3，
「ややあてはまる」
：

有用感」
「仲間との関係」において職務満足尺度と r＝

4，「とてもあてはまる：5」
）で回答する。

0.638，r＝0.533，r＝0.553 と中程度の相関を有して

(5) セルフ・モニタリング尺度（岩淵・水上，1996）

おり，また「自己有用感」において楽観主義尺度の「楽

セルフ・モニタリング尺度は「他者行動への感受性」
と「自己呈示変容能力」の 2 因子 13 項目からなる尺度
である。自分の普段の生活について項目にどの程度当

観」因子（r＝0.311）とセルフ・モニタリング尺度の
「自己呈示変容能力」因子（r＝0.356）に弱い相関を有
していた。

てはまるかを 5 段階（
「まったくあてはまらない」：1，

考

「ややあてはまらない」
：2，
「どちらでもない」
：3，
「や
やあてはまる」
：4，
「とてもあてはまる：5」）で回答す
る。

察

研究１の目的は日本語版 VSI を作成し，信頼性と妥
当性を確認することであった。因子分析の結果，日本

結

語版 VSI は「組織との関係」
「自己有用感」
「仲間との

果

関係」の３因子構造であることが確認された。同じく
VSI の中国語版を作成した Lok ら（2011）の研究でも

分析 1：日本語版 VSI の因子分析
収集したデータを用いて，最尤解による探索的因子

Galindo-Kuhn ＆ Guzley（2001）が作成した VSI の４

分析を行った。固有値の変化やスクリー基準，また先

因子構造とは違う３因子構造（
「personal gain」「re-

行研究から 3 因子構造を採用した。次に因子数を 3 に

lationship within organization」「relationship with

指定し，最尤解・バリマックス回転による因子分析を

peer」
）が見出されており，また本研究によって見出さ

行った。複数の因子に負荷が高いものや，負荷量の低

れた因子名と同じであることから，今回の結果は十分

い不適切な項目を除き，再度最尤解・バリマックス回

VSI の日本語版として機能を果たしていると考えられ
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因子分析結果

日本語版 VSI との相関行列

る。また Cronbach のα係数では十分に高い数値が示

研究 2

されたこと，また併存的妥当性を検討するための各尺

｢ボランティア満足とバーンアウトの関係」

目

度とも相関が示されたことで，日本語版 VSI は一定の
信頼性・妥当性のある尺度であると言える。

的

研究 2 では，対人支援ボランティアを対象に，ボラ

しかしながら，調査協力者の少なさ，ボランティア

ンティア満足とバーンアウトの関係について検討す

歴の偏りなど標本に関して不十分な点もあった。また

る。先行研究では職業満足とバーンアウトには負の相

現在ボランティアとして活動している人に限定した調

関関係があることが示されている（例えば井村，2005）
。

査を行ったために，
天井効果は見られなかったものの，

また皆川（2000）は活動年数の変化によって，活動に

高い得点域での回答が多かった。今後は調査対象者を

よる満足や悩みが変化することを示している。よって

増やし，以上に挙げた問題を改善することによって，

経験年数を元に調査対象者を群分けし，ボランティア

より信頼性・妥当性の高い尺度に改善していく必要が

満足とバーンアウトとの関係がどのように異なるかに

ある。

ついても検討する。
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方

てはまる」
：4，「とてもあてはまる：5」
）で回答する。

法

結

調査協力者
対人支援ボランティアに従事する男女 76 名（うち

分析 4：相関分析

有効回答 69 名：男性 25 名，女性 44 名，平均年齢 25.4
歳 max＝68 歳

min＝18 歳）。

果

日本語版 VSI と MBI の Pearson の積率相関係数を
以下に示す（表 3）
。その結果，日本語版 VSI「組織と

調査時期

の関係」因子は MBI の「脱人格化」
（r＝-0.398）と，

平成 23 年 10 月〜12 月に行った

「自己有用感」因子は「個人的達成感」
（r＝-0.372）
「脱

手続き

人格化」(r＝-0.361）と，
「仲間との関係」因子は「脱

研究 1 と同様に対人支援を主な活動とするボラン

人格化」（r＝-0.359）との弱い相関が示された。

ティア団体の責任者に調査の主旨を説明し，調査協力
を依頼した。質問紙調査は郵送法で実施され，倫理的

分析 5：活動歴によって群分けされた群ごとの相関分

配慮については研究 1 と同様の内容について，文書に

析

て説明した。また，個人が特定されないよう，質問紙

活動歴によって VSI と MBI との関係がどのように

は封筒に入れて配布し，記入後は封をした上で回収し

違うかを検討するために，活動歴によって調査協力者

た。

を 3 群 に 分 け，群 ご と に 日 本 語 版 VSI と MBI の

調査項目

Pearson の積率相関係数を算出した。活動歴を平均値

(1)

と標準偏差を元に高群（N＝9 人），中群（N＝40 人），

フェイスシート（年齢，職業，活動歴，活動頻度，

低群（N＝20 人）の 3 群に群分けした。相関分析の結

活動内容）
(2)

果を表 4〜表 6 に示す。

日本語版 VSI

研究 1 によって信頼性・妥当性が確認された日本語

活動歴高群においては VSI と MBI に有意な相関は

版 VSI である。
「組織との関係」「自己有用感」「仲間

見られなかった。活動歴中群においては VSI の「仲間

との関係」の 3 因子 22 項目によって構成されている。

との関係」因子と「個人的達成感」に弱い相関が見ら

所属しているボランティア団体やボランティア活動に

れた（r＝-0.414）
。活動歴低群においては VSI の「組

ついて 7 段階（
「全く満足していない」：1，「満足して

織との関係」因子と「情緒的消耗感」との間に中程度

いない」：2，
「やや満足していない」：3，「どちらでも

の（r＝-0.650）
，「脱人格化」との間に高い相関（r＝

ない」
：4，
「やや満足している」
：5，
「満足している」
：

-0.823）が見られた。また「自己有用感」因子と「脱

6，
「とても満足している：7」）で回答する。

人格化」との間に中程度の相関（r＝-0.587）が，
「仲間

(3)

との関係」因子において「脱人格化」に中程度の相関

MBI（Maslach Burnout Inventory）（Mas-

lach&Jackson，1981）

が見られた（r＝-0.640）
。

Maslach & Jackson によって作成されたバーンアウ
ト尺度である。
「情緒的消耗感」
「個人的達成感」
「脱人

分析 6：バーンアウト得点のパーティション

格化」の 3 因子 22 項目によって構成されている。ボ

バーンアウト総得点が日本語版 VSI の得点によっ

ランティア活動について，各項目に挙げられている気

て最も高くなる，もしくは最も低くなるのはどういう

持ちを 5 段階（
「まったくあてはまらない」
：1，「やや
あてはまらない」：2，「どちらでもない」：3，「ややあ

表3

場 合 か を 検 討 す る た め に JMP8 に よ る 決 定 木 分 析
（パーティション）を行った。結果を図 1 に示す。

日本語版 VSI と MBI の相関行列
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表4

活動歴高群における日本語版 VSI と MBI の相関行列

表5

活動歴中群における日本語版 VSI と MBI の相関行列

表6

活動歴低群における日本語版 VSI と MBI の相関行列

図1

バーンアウト得点総合のパーティション
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まずバーンアウト得点に大きく左右するのは「自己

であった。このことによりボランティア満足とバーン

有用感」得点が 29 点以上であるか否かということで

アウトとの関連はボランティア活動初期の方がより関

あった。
「自己有用感」得点が 29 点以上である者の中

係があることが示された。皆川（2000）は学生ボラン

では
「仲間との関係」
得点が 25 点以上であるか否かが，

ティアを対象に学生ボランティアの悩みについて研究

「自己有用感」得点が 29 点未満である者は「組織との

し，1 年生は 2 年生以上に比べ，当事者（活動対象者）

関係」得点が 62 点以上か否かが分岐点となっている

に対する接し方についての悩みを抱えていることを明

ことが分かった。結果をまとめると，①「自己有用感」

らかにした。また Fimian & Blanton（1987）の研究に

得点が 29 点以上で「仲間との関係」得点が 25 点以上

よると，経験の乏しい教師は役割問題に直面し，過度

の者，②「自己有用感」得点が 29 点以上で「仲間との

なストレスを感じることによってバーンアウトしてし

関係」得点が 25 点未満の者，③「自己有用感」得点が

まいがちであると述べている。これらのことから，経

29 点未満で「組織との関係」因子が 62 点以上の者，④

験の乏しい対人支援ボランティアが活動において活動

「自己有用感」得点が 29 点未満で「組織との関係」因

対象者との接し方について悩み，また自分のボラン

子が 62 点未満の者の順でバーンアウト得点が低いこ

ティアとしての役割に悩むことでボランティア活動に

とが明らかになった。

ストレスを感じ，バーンアウトしやすくなるというこ

考

とが考えられる。つまり，活動の中でトラブルが起き

察

やすく，人間関係での問題も起きやすい活動開始初期

研究 2 の目的は対人ボランティアにおけるボラン
ティア満足とバーンアウトの関係について検討するこ

にボランティアを様々な形でサポートすることが，
バーンアウトを予防するということを示唆している。

とであった。ボランティア満足得点とバーンアウト得

バーンアウト総合得点を目的変数にしたパーティ

点の相関分析を行った結果，ボランティア満足とバー

ションの結果では，バーンアウト総合得点を大きく分

ンアウトの間に弱い相関が確認できた。特に MBI の

ける第一の要因は「自己有用感」であった。そして第

「脱人格化」因子においては，日本語版 VIS の全因子

二の要因は「自己有用感」が高い人では「仲間との関

との関連が示された。脱人格化とは「クライエントに

係」，
「自己有用感」が低い人では「組織との関係」で

対する無感情で冷淡な対応」とされており，活動によ

あった。バーンアウトを予防する要因として「職場か

る有用感を測る「自己有用感」因子と負の相関があっ

らのサポート」「上司仲間からの支援」「良好な人間関

たのであろう。また井村（2005）は介護職員における

係」が挙げられている（例えば工藤（2006）など）。ま

職場環境とバーンアウトの関係について検討してお

た加藤ら（2004）は青年海外協力隊のストレス緩衝要

り，その中で脱人格化は同僚葛藤と最も関係が強いこ

因として「上司・同僚からの支援」と「仕事の満足度」

とを示している。今回の結果において，日本語版 VSI

を挙げている。本調査において「自己有用感」がバー

の「仲間との関係」においても有意な負の相関が見出

ンアウト総合得点を大きく分ける要因であったこと

されたことは，井村（2005）の先行研究と一致する。

は，ボランティアが自由意思に基づく自発的な行動で

今回の対人支援ボランティアを対象にしたバーンアウ

あり，その行動の結果，自己有用感を得ることができ

ト研究において，対人支援職である介護職員のバーン

るかが特に重要であることを示しており，先行研究の

アウト研究と同様の結果が得られたことはボランティ

結果とも一致する。活動の結果，
「自己有用感」を得た

アにおけるバーンアウト研究の有用性を示唆している

ボランティアは良好な仲間との関係によって，さらに

と考えられる。また，バーンアウト傾向と組織からの

ボランティア活動に意味を見出し，自己有用感が高ま

サポートを検討した研究（山崎，2000）において，職

ると考えられる。一方，活動の結果，クライエントと

場内のサポートによって脱人格化が低下したことが明

の対人関係や組織内での人間関係によって自己有用感

らかにされており，組織からのサポートや関係性に関

が得られなかったボランティアにとっては，ボラン

する因子である「組織との関係」因子と脱人格化の間

ティア団体から活動に関するサポートを得られること

に有意な負の相関があったことも本研究結果ともつな

や団体スタッフと良好な関係が築けることがバーンア

がる。

ウトに対する緩衝要因となるのであろう。

また活動歴によって群分けし，相関分析を行った結

今後の課題として，活動歴高群はバーンアウトにボ

果では，低群では VSI と MBI の因子間で強い相関が

ランティア満足は関係していないことが明らかになっ

認められ，高群では VSI と MBI が無相関という結果

た。そのため，今後はボランティア満足以外にバーン
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Relationship between satisfaction and burnout on interpersonal support volunteers
TADAHIKO YOSHIDA (Graduate School of Psychology, Kurume University)
TOMOYO TOKUDA (Department of Psychology, Kurume University)
The purpose of this research is to consider the relationship between satisfaction and burnout on interpersonal
support volunteers. First, as a scale to measure satisfaction we made the Japanese version of VSI, created by
Galindo-Kuhn & Guzley, that is able to measure volunteersʼ multifaceted satisfaction, and then after examining its
reliability and validity, considered its relationship to burnout. In the Japanese version of VSI, the structure of three
factors, “relationship to organization”, “sense of self-usefulness”, and ʻrelationship to fellowsʼ was found, which
showed its reliability and validity. Also in relationship to the burnout scale, a weak or moderate correlation was
found, and it shows that the relationship is especially strengthened with those who have short history as a volunteer.
Moreover as a result of partition with burnout total score as a purpose variable and each factor of the Japanese
version of VSI as an explanation variable, a factor that largely influenced the burnout score is “sense of selfusefulness.” It is shown that a high score on the “sense of self-usefulness” relates to “relationship to fellows”, and a low
score on it related to “relationship to organization”. It is suggested that human management by volunteer groups
should be important in order to make good use of volunteers. For future subject, it indicates that reliability and
validity of the Japanese version of VSI should be improved by volunteers who work various volunteer activities as
research cooperators, and that other factors related to burnout should be considered.
Key words : interpersonal support volunteers, volunteersʼ satisfaction, burnout
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