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はじめに

　インストラクショナルデザインとは、「教えることの科学と技術」です。イン
ストラクショナルデザインは、私たちが誰かに何かを教えなければいけないと
き、「効率のよい上手な教え方」を提供してくれます。
　しかし、インストラクショナルデザインを習得した人は、ほどなくして壁に突
き当たることになります。それはこういうことです。私たちが誰かに何かを教え
ようとするときは、最終的にはその人が「自立してそのことができるようにな
る」ことがゴールになっています。しかし、私たちがうまく教えれば教えるほ
ど、相手はますます「依存的」になってしまう危険性があります。
　したがって、「その人が自立すること」を最終ゴールに拡張するためにはイン
ストラクショナルデザインの考え方も拡張する必要があります。ここでは「成人
教育学」と「生涯学習」という考え方を導入することで、インストラクショナル
デザインの考え方を拡張していきます。
　ここで扱いたい内容は、ひとことで言えば「教えない技術」です。教えずに学
んでもらうためにはどうすればよいのか？　そんな手品のようなことを皆さんと
一緒に考えていきたいと思います。
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1. 　「教える技術」から「教えない技術」へ

1.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。え～とキミは確か……
――ヤマモトです。お久しぶりです。

ああ、そうだった。久しぶりだね。どう？　研修はうまく行っている？
――ええ、インストラクショナルデザインを教えていただいたおかげで、うまく行

くようになりました。ただ……
ただ？

――インストラクショナルデザインを使ってデザインされた研修や教育コースは以
前のものよりはずっといいんですけれど、最近ちょっと物足りなく感じてき
ています。

たとえば？
――研修の中ではうまくスキルを獲得できたと思っていても、実際に現場に戻って

みるとうまく使えなかったり、元の習慣に戻ってしまうことがしばしばあり
ます。

なるほど。現場の雰囲気というか習慣を変えるのは難しい。ひとりが変わってもだめだ
からね。

――そうなんですよ。それから、研修に参加してくれる人たちの大部分はスムーズ
に入ってくれるのですが、そこからこぼれる人も少数ですがいます。

なるほど「抵抗する学習者」だな。
――抵抗する学習者ですか？

そう。どんなことであれ「教えられる」ということに反発する人たちはいる。
――困りますよね。

いや、彼らこそが次の時代を創る人たちかもしれないよ。「主体性」を持って抵抗する
のであればね。

――どうすればいいのでしょうか？
こうした問題は、インストラクショナルデザインを適用していくと、遅かれ早かれ出て
くる問題だ。インストラクショナルデザインを利用しているからこそ出てくる問題だと
いってもいい。

――で、どうすれば？
インストラクショナルデザインの考え方を拡張する必要がある。

――インストラクショナルデザインを拡張するのですか！
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1.1 　インストラクショナルデザインの位置づけ

３つの⼼心理理学
インストラクショナルデザイン（ID）は行動分析学、認知心理学、状況的学習論
の３つの心理学を土台にしています。以下にこの３つの心理学の概要を見ていき
ましょう。

⾏行行動分析学

行動分析学の重要な概念には、強化随伴性とシェイピング（新しい行動の獲得）
があります。図１に示すように、学習者は最小単位のトレーニング（スモールス
テップ）で進めていきます。好子を出しながら強化していきますが、好子を出し
すぎると慣れてしまうので、ステップが上がってきたら後半は選択的に強化しま
す。難しいステップに上げたら一時的に基準を緩めたりします。こうした流れを
利用して行動形成をしていくのがシェイピングの手続きです。

図1.1 行動分析学：シェイピングの手続き

認知⼼心理理学

認知心理学の重要な概念である「領域固有性」をイメージするために、Wason
課題を考えてみましょう。Wason課題とは、図1.2の上の４枚のカードを見せた
ときに、「母音の裏は偶数である」ということを確認するためには、どのカード
を裏返せばよいかという問題です。ちょっと考えてみてください。どのカードで
しょうか。このテストは、大学生でも正解率は3割程度だと言われています。

さて、次に、20歳未満でアルコールを飲んではいけないというルールに違反する
人は誰か、ということを調べてみます。この同型課題とWason課題は、論理構造
は一緒です。Aは未成年なので、アルコールを飲んだかどうか聞く必要がありま
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す。Bは25歳であるため聞く必要がなく、Cについてもコーラを飲んだと言って
いるため聞く必要がありません。しかし、Dはビールを飲んだと答えているた
め、Dが未成年であるかどうかを聞く必要があります。このように、この課題で
は、ほとんどの人が正しい解答に至ることができます。

しかし、論理構造が一致しているはずのWason課題になると難しくなります。さ
きほどのWason課題においては、裏返す必要があるのは「E」と「７」のカード
です。あなたの解答はいかがでしたか？　「E」と「4」のカードと答えた人が
多かったのではないでしょうか。

同じ問題でも文脈を変えると難しくなったり簡単になったりします。これを領域
固有性と呼び、認知心理学の知見のひとつです。

図1.2 Wason課題（上）とその同型課題（下）

状況的学習論論

私たちはたくさんの実践コミュニティの中で生きています。家族、ご近所、町内
会、会社組織、学校のクラス、サークル、趣味の集まり、といったコミュニティ
です。はじめは実践コミュニティの外にいた人が、その共同体の中に入り、様々
な役割を担いながら、そのコミュニティの中で自分の居場所を獲得していきま

3



す。その参加の過程を学習と捉えるのが、状況的学習論の考え方です。最終的に
獲得するものは知識やスキルではなく居場所であるとするのが、状況的学習論の
考え方です。

図1.3 状況的学習論：実践共同体への参加の過程

デザイン理理論論
３つの心理学理論を学んだからといって、教えることがうまくなるというわけで
はありません。抽象的な理論は、すぐに教育の現場に適用できる形にはなってい
ないのです。このように心理学理論と教育実践の間にあるギャップを埋める必要
があります。そのためには、心理学理論と教育実践との中間にデザインのための
モデルを作る必要があります。

インストラクショナルデザインでは、次のようなモデルが提示されています。

•R. Gagnéの９教授事象
•J. KellerのARCS動機づけモデル
•F. KellerのPSI（個別化教授システム）
•R. Schankのゴールベースシナリオ

デザイン理論のひとつとして図1.4のようなモデル（宇宙船モデル）もあります。
学習者のニーズが先にあり、それらのニーズをまとめたものとしてのゴールがあ
ります。ゴールに向かって様々な活動を必要としますが、そのためにはテキスト
やウェブなどのリソース、活動に対するフィードバックがなければなりません。
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図1.4 宇宙船モデル

インストラクショナルデザインを実践するために必要なこと
IDを実際に実践するために必要なことは何でしょうか。第一に、学習に関する
心理学理論を理解しなければなりません。第二に、実践現場の状況を知らなけれ
ばなりません。学び手は誰か、学習内容は何か、使える時間はどれくらいか、と
いったことを知る必要があります。第三に、心理学理論と現場の状況との間をつ
なぐデザイン理論を作ることが必要です。最後に、作ったデザイン理論は実際に
実践し、改善していくというプロセスが求められます。

1.2 　インストラクショナルデザインの特徴

IDの特徴は次の３つに集約できます。

•ゴールベース
•システマティック・アプローチ
•学習に関する３つの心理学理論の混合

ゴールベース
まず１つ目にはゴールベースということが挙げられます。これは学習者が獲得す
べきスキルと知識をゴールとするということです。

ゴールとなるスキルと知識が本当に獲得する必要があるのかニーズ分析を行って
からこれを決めないといけません。そのニーズ分析をふまえた上で獲得すべきス
キルと知識を決めます。そのゴールを決めたらそれに従ってすべてが設計されて
いきます。ゴールから逆にさかのぼって設計します。このゴールを達成するため
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には、これとこれとこれをやらなければいけない、ということですべてが設計さ
れるのです。最後に、設計をして実際に実施してみるのですが、設計の適切さは
ゴールが達成されたかどうかだけで判断されます。

これがゴールベースということです。つまり、ゴールを決めて、ゴールに従って
設計し、その設計がよかったかどうかはゴールが達成されたかどうかで判断され
るということなのです。このようにすべてがゴールに従って決まっていくので、
このことをもってゴールベースと呼んでいます。

システマティック・アプローチ
２つ目は、システマティック・アプローチということです。これはあらかじめ改
善のステップを決めてあるということです。改善のアプローチの仕方はいくつか
あるのですが、例をあげると、PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Action）が非
常によく知られています。何かを計画して、実際に試してみて、それでうまくい
くかどうかをチェックして、実際に本番で行動するという形のサイクルです。ど
こかでうまくいかなければ元に戻って計画段階からやり直すというようなサイク
ルになっています。

また、IDではよく知られているADDIEモデル（Analyze-Design-Develop-
Implement-Evaluate）もあります（図1.5を参照）。まず、ゴールを分析して、
それに従ってデザインをして、開発をして、実際にやってみて、その結果を評価
する。これも、どこかでおかしければ元に戻ってやり直すサイクルになっていま
す。

図1.5 ADDIEモデル

それから、ラピッド・プロトタイピングというものもあります。これは速いプロ
トタイプということで、とりあえず動くものを作りながらやってみて改善してい
くというものです。ADDIEモデルでやると改善のサイクルが長くなるため、間に
合わないということがあります。これを改善したのが、ラピッド・プロトタイピ
ングです。
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学習に関する3つの⼼心理理学理理論論の混合
特徴の３つ目は、３つの心理学の混合ということです。行動分析学、認知心理
学、状況的学習論といった３つの心理学は、お互いに交換可能な状態ではないの
です。行動分析学はそれ以前の精神分析学への批判から生まれ、認知心理学も同
様に行動分析学の批判から生まれてきたのです。状況的学習論も認知心理学の批
判から生まれてきたのです。このようにそれぞれが前の理論を批判して新しいパ
ラダイムを呈示してきたわけです。つまり、以前の理論を否定して生まれてきて
いるのですから、この３つに一貫性はありません。

IDはこの３つの心理学理論を使っているのですが、それは一貫性を求めているの
ではなくて、それぞれの心理学が得意なところがあるので、それを折衷的に使い
ましょうということです。それを「積極的折衷主義」と呼んでもいいでしょう。
有用な理論を折衷的に使っていこうというのがIDの特徴です。

つまり、獲得すべきゴールが決まったあと、そのゴールを検討して、最適なモデ
ル、最適な心理学理論を選択してデザインすればよいのだということです。行動
分析学しか使ってはいけないとか、認知心理学しかだめだとかいっているわけで
はありません。これは、レパートリーとレシピということにたとえられるでしょ
う。レパートリーというのはさまざまな心理学、レシピというのは実践的な技術
です。レパートリーとレシピをある幅で持っていれば、ゴールを診断することに
よって、この場合はこのレシピでいこう、別の場合は別のレシピでいこうという
判断をすることができます。このように折衷的ではあるけれども、効率的にイン
ストラクションをデザインして、実践するのです。

1.3 　インストラクショナルデザインの限界

３つの古典的なインストラクショナルデザインの特徴からは、次のような限界が
浮かび上がってきています。

ゴールベースの限界
まず１つ目は、ゴールベースであることによる限界があります。ゴールベースで
は、ゴールを決めて、ゴールに従って設計し、その設計がよかったかどうかは
ゴールが達成されたかどうかで判断されます。しかし、ゴールにならないものを
教えたい時に限界が考えらえます。たとえば、バスケットボールのフリースロー
を教える場合には、10本シュートを打って８本入ることを最終目標にすれば、
ゴールを明確に設計することが可能です。しかし、エコロジーの感覚を身につけ
るなどといった「態度」を教えたい場合に、限界が生じてきます。すなわち、抽
象的なことがらや、あいまいで明確にならない態度にかかわることを教えたいと
きに限界がでてきます。
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次に、ゴールに納得しない学習者が出てきたときの限界です。その場合は、ゴー
ルに納得してもらうことから教えることをスタートしなければなりませんので、
設計が困難になります。

さらに、ゴールベースとセットで考えられることですが、ゴールが達成されたこ
との評価やテストが難しいものも、IDが設計しにくいものと考えられます。

その他、ゴールベースは、通常１～３ヶ月、長くても６ヶ月～１年間と期間が決
まっていることが多くなっています。教育期間に学習者が変わったとしても、期
間終了後に、変化したことはすぐに戻ってしまうものなのか、それとも長期間に
わたってさらに変化し続けるものなのかを判断できない場合もあります。すなわ
ち、長期間の変容をどう捉えるかといった限界も考えられます。

システマティック・アプローチの限界
２つ目は、システマティック・アプローチであることによる限界があります。た
とえばIDで良く知られているADDIEモデルにしたがって設計した場合、改善を
したいことが生じた場合でも、ワンサイクル回らなければ改善できないというこ
とがあります。ワンサイクル待つために、時間と手間がかかり過ぎるのです。ま
た、あらかじめデザインを決め、手順を決めているので、その場で機転を利かせ
てリアルタイムに修正ができないことも限界として考えらえます。

さらに、システマティック・アプローチではフレームワークが固定化しやすくな
ります。改善はワンサイクル回ることで可能ですが、パラダイムシフトのような
イノベーションによる大きな変化や跳躍が生まれにくいことが限界として考えら
れます。

学習に関する３つの⼼心理理学の混合
３つ目は、IDが学習に関する行動分析学、認知心理学、状況的学習論といった
３つの心理学が混合されているために一貫性がみられないことが限界として考え
らえます。また、これまでそうであったように、その時代の学問の流行に流され
る場合も考えらえます。そして学問が発展していくかぎり、また新しい心理学が
出てくる可能性ももちろんあるのです。

1.4 　インストラクショナルデザインの限界を超える

IDが解決しない問題
IDでは解決が難しい問題があります。１つ目は、「態度の変容」です。態度の変
容は、ゴールにしにくいということです。同時に、長期にわたって態度がどう変
容するかを測りにくいということもあります。

２つ目は、「抵抗する学習者」です。教えるということに抵抗する学習者が必ず
でてきます。「教えるよ」と言うと「嫌だな」というふうに抵抗する人です。そ
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の抵抗する学習者に対してどうしたらいいか。これを解決する方法を、インスト
ラクショナルデザインは持っていません。インストラクショナルデザインは、学
習者が自分のニーズを認識し、学習することについて同意しているということが
前提条件だからです。

３つ目は、「主体性を教える」ということです。最終的に私たちが教えたいこと
は、その人が独立して何でもできるようになってほしいのです。そのために教え
るのです。つまり最終ゴールは、常にその人の主体性を促すことです。主体性と
いうのは何にしても、自分で考え、自分で決めて、自分で実行するということで
す。しかし、主体性そのものを促す、あるいは、主体性それ自体を教えるという
のは矛盾しているわけです。主体性を教えたとしたら、その主体性は本当に主体
的なのかどうか、ということです。ですから主体性を促すというのは、そもそも
矛盾を抱えているといえます。

最後に、一貫した心理学的な枠組みがないということです。今のところは、イン
ストラクショナルデザインは、行動分析学、認知心理学、状況的学習論といった
心理学理論を折衷的に使っているというだけです。こうした枠組みの中で、実践
的な技術を考えて、そのつど、一番良いレシピを選んでいるということなので
す。必ずしもインストラクショナルデザイン全体の理論が一貫しているわけでは
ありません。

解決のための理理論論的な道具
IDの限界を超える理論的な材料は、かなりそろってきています。

１つ目は、成人教育学です。今までの教育学は、発達の初期段階にある子どもた
ちにどういうふうに教えるかということがメインテーマだったのですけれど、す
でに成人になった人たちにはどういうふうに教えるのがよいかという問題があり
ます。子どもに教える教育とは性質の違うものだというのが、成人教育の考え方
です。この学問領域がかなり発展しておりますのでこれを取り上げたいと思いま
す。

２つ目は、インフォーマルラーニングです。フォーマルラーニングというのは、
学校で教えたり、企業内研修で教える、つまりインストラクター（先生）がいて
ラーナー（学習者）がいるというパターンによる学習です。これ以外の、学校や
企業内研修の外での学びを、インフォーマルラーニングと呼びます。たとえば、
友達とおしゃべりしながら何か学んでいるとか、家族でおしゃべりしながら何か
を学んでいるということです。教育という文脈の外での学習です。おしゃべり
だったり、遊びだったり、旅行だったり、いろんなケースがあります。そういう
ところで学ぶというのは人生全体の中では大きな学びの場なのです。その考え方
が、インフォーマルラーニングです。

３つ目は、コーチング心理学です。抵抗する学習者に対してどうしたらよいのか
というのを示唆するような心理学です。
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４つ目は、学習と人生の意味を考えることです。これは少し話のスケールが大き
くなります。学習というと知識を獲得したりスキルを身につけたりすることで
す。それは将来的な仕事に必要だとかで勉強するケースがほとんどです。実は、
それは非常に狭い考え方で、そうではなく、学習そのものが人生の意味を与える
という考え方です。現代では、小学校から大学を卒業した後でも、定年退職した
後であっても勉強しようという人が多いわけです。そういう人達にとっての学習
というのは、これを使って何かをしようというよりも、学ぶことそのものが楽し
いんだということです。つまり、学習が人生に意味を与えているのだというよう
な考え方です。

最後に、所属と貢献の心理学です。学習は単に何かを学んで役に立たせようとい
うのではなくて、人生に意味を与えるものです。その人生の意味とは何かという
と、何らかの共同体に所属してそれに対して貢献し、それによって生きがいを見
出すということなのです。この所属と貢献の心理学が、統一した学習観を獲得さ
せ、インストラクショナルデザインの限界をも越えていくために必要となってく
るかもしれません。

■ホームワーク

あなたが誰かに何かを教えた経験を１つ取り上げてください。それがうまくいか
なかったのはどのような点ですか。また、うまくいかなかった原因は何だと思い
ますか。

■⽂文献紹介

向後千春『いちばんやさしい教える技術』永岡書店,  2012
この本は、インストラクショナルデザインの内容を専門家だ
けでなく誰にでも読めるようにやさしく書いたものです。内
容は、運動技能、認知技能、態度技能の教え方について、そ
の原理がわかるように具体的にかつ整理されて書かれていま
す。
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向後千春『インストラクショナルデザイン（2012年年版）』
早稲田大学人間科学部で開講している「インストラク
ショナルデザイン」科目のテキストです。以下のURLか
ら無料でダウンロードできます。

http://kogolab.chillout.jp/textbook/2012_ID_text.pdf
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2. 　成⼈人教育学

2.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。
――前回はインストラクショナルデザイン全体を振り返ってみました。ゴールベー

ス、システマティック・アプローチ、３つの学習理論という特徴があるので
すね。

そうだね。
――私が担当する多くの研修では、運動技能や認知技能が中心的なテーマになる

ことは少ないのです。
それは学校で習うことだね。もう大人なので、一通りのことはできるわけだ。

――そうなんです。そうなんですが、それだけにかえってやりにくいというのも事
実です。小学生なら素直に研修内容にしたがってくれるところなのに、なか
なかそうもいかなくて。

大人に教えるというのは、子どもに教えるというのとは違う。
――そうです。確かに違います。

どこが違うと思う？
――ひととおりの技能はできるようになっていますし、経験もありますので、そ

こは強みなんですが、逆に、そこから離れられないということがあると思い
ます。

ふむ。
――自分を変えられないということでしょうか。自分なりのやり方である程度う

まくいっていれば、「これが自分のやり方だ」ということで変えようとしま
せん。だけど、こちらとしては、そのやり方では限界があるので、まったく
新しいやり方を導入したいのです。そのための研修ですから。

だけど、それを受け入れることが難しい、と。
――そうです。

普通、教育というと、それは子どものためのものだ。
――はい。

だけど、大人のための教育もあるし、これからはその比重が大きくなってくる。
――生涯学習社会ということですね。

そうだ。そのためには、「大人が学ぶ」ということの特徴を考えなくてはならない。
――そうですね。それが子どもの学びと違うものであれば。
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2.1 　⼤大⼈人の学び

学校教育だけが教育なのか

人間が生きている以上、教育から離れることはできないのに、教育を学校教育だけだと
考えている人は、自分が体験した灰色の学校教育を自嘲的に批判したりしている。そう
した批判をすること自体が自己教育であることに気づいていないのである。（森隆夫他
編著(1997)『生涯学習の扉』より引用）

学校を卒業して社会へ出てからも、企業の中でも研修があったり、資格試験が
あったりして、勉強から逃れることはできません。我々が学校教育を批判できる
のは、学校を離れたところで何かを学んでいるからなのです。

だから、そういう立場をとって今、学校教育を批判できるわけです。それはどこ
で学んだかというと学校以外の場所で、自分で学んだのです。フォーマルな学校
教育だけが、教育ではありません。

学習に関する⼼心理理学理理論論の流流れ
「大人の学び」の位置づけを探る前に、IDの土台となった学習に対する心理学
理論をもう一度振り返っておきましょう。

最初に現れたのは行動分析学です。行動分析学は端的に言えば訓練やトレーニン
グに最もよく利用され、効果を発揮します。訓練やトレーニングの対象となるの
は、目に見えない複雑な認知活動ではなく目に見える行動です。運動技能の訓練
と熟達を促すためには行動分析学の考え方が非常に有用です。

次に現れたのは認知心理学です。認知心理学は教授・学習過程をターゲットとし
ています。おもに学校教育において、学習者を分析し、その特性に合わせていか
に最適な教え方をするかということに焦点が当てられています。認知技能の習得
と転移を学ぶには認知心理学を基礎にして教え方、学び方を決めていくのが良い
でしょう。

最後に現れたのが状況的学習論です。認知心理学がもっぱら学校教育の中の教
授・学習をターゲットにしていたのに対し、状況的学習論では現場での学びを
ターゲットにしています。態度の獲得と所属を習得するには状況的学習論が有用
です。

この3つの心理学の流れによって、色々な教え方が組み立てられ、効果的かつ効
率的に教えることができます。

⼤大⼈人の学びの条件
大人の学びの条件について考えてみましょう。学習に関する心理学理論を３つあ
げましたが、いずれにしても第三者による学習のコントロールがあります。たと
えば、行動分析学に基づいた訓練においてはトレーナーが学習者をコントロール
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します。認知心理学に基づいた教室では教師が学習者のコントロールをします。
状況的学習論に基づいた職場では上司が学習者のコントロールをします。

このようにすべてにおいて、誰かが学習のコントロールをしているわけです。コ
ントロールしている人に従って学習者が何かを学ぶということです。こうした状
況の中では学習者が自ら欲して学んでいくという行動はないのです。しかし、自
ら欲して学んでいくという行動こそが大人の学びの条件です。そのためには教育
システムの制約の外側に飛び出していく必要があります。

⼤大学⽣生・社会⼈人の学び
実は、大学生、社会人はすでに学校システムや研修システムに制約されない自発
的学習の機会が与えられています。もちろん、小学生、中学生、高校生も実はそ
うなのですが、その年代では学校にいる時間が長く、また課題も多いので、それ
に費やす時間が長いのです。それに比べると大学生、社会人はそれ以外の時間が
長いので、自発的学習の機会が十分に与えられているのです。

大学では自分が履修しようとする科目を、たくさんの科目から選びますが、その
行為自体が自発的学習の第一歩なのです。これまでのように数学を学びなさいと
か、物理学をやりなさいと、押しつけられることはありません。たくさんの選択
肢の中から選ぶことができるわけです。選ぶという行為は自発的学習の第一歩で
す。嫌いな科目であったり、必要ないなと思う科目はとらなくてもよい。これが
面白い、これが将来自分にとって必要だと判断した科目をとっていく。そのこと
自体が自発的学習です。

社会変化が教育に与える影響
昔はそれほど変化は大きくなかったのですが、今は年単位、月単位で大きな変化
が起こっている社会です。インターネットもありますし、瞬時に世界各地で起
こったことを知ることができる社会になっています。そのために、すでに知られ
ている確立された知識をゆっくりと勉強するという意味が失われているのです。

これまでは、教室で先生の話を理解していれば、社会に適応できるということ
が、ある程度保証されていました。しかし、今では、教室で昔のことを学んで
も、それを社会に出たときに活かそうとしたときには社会が一変しています。役
に立たない知識を長い時間をかけて学校システムの中で教え込まされたことを後
悔するかもしれません。

学習を、「学校で教えてもらう行為」から、「自らあらゆる経験から学ぶ」とい
うことに変換してとらえ直す必要があります。学校で教えてもらう内容はその時
点ですでに古くなっているのです。そうでなく、現実社会からあらゆる経験を通
して学ぶということが必要です。その意味で、学ぶという行為の内容が変わって
きています。

教育・学習は生涯にわたるプロセスです。学校を出たからおしまいなのではな
く、むしろ学校を出てからが本当の勝負です。変化に対応できるかどうかがポイ
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ントになってきます。死ぬまで学ぶということが起こってくるわけです。そこに
おいては、学習ということは、個人としては「自分が生き抜くこと」であり、人
類の一員としては「生き残ること」というように意味が拡張されます。それが学
習の新しい意味です。

2.2 　成⼈人教育学とは何か

成⼈人教育学という考え⽅方
成人教育学の根底には、大人の学びと子どもの学びは違うという認識がありま
す。ノールズ（Malcolm Knowles, 1970）は、『成人教育の現代的実践』の中
で、子どもの教育学（Pedagogy：ペダゴジー）に対して、大人の学びは違うと
主張しました。大人の学びに対応するような学問領域として「成人教育学
（Andragogy：アンドラゴジー）」という概念を提唱しました。

ノールズの定義では、成人教育学は「成人の学習を支援する技術と科学（the art 
and science of helping adults learn）」とされています。具体的な内容として
は、自己決定学習（self-directed leaning）であり、自分で決めて自分で学ぶと
いうプロセスを支援します。そのプロセスとしての教育という考え方です。

ペダゴジーとアンドラゴジーの対⽐比
ノールズはペダゴジーとアンドラゴジーの違いを次のようにまとめています（表
2.1参照）。

表2.1　ペダゴジーとアンドラゴジーの対比

観点 ペダゴジー アンドラゴジー

必要性 教師が教えることを学ぶ必要 「知る必要性」をまず知る必
要がある

自己概念 依存的 自己決定的

経験 教師や教科書の経験から学ぶ 自分の豊かで多様な経験自体
が資源

方向づけ 教科中心、カリキュラム中心 生活中心、問題中心

動機づけ 成績や教師からの賞賛など外
発的なもの

自尊心、やりがいなど内発的
なもの

第一は必要性です。ペダゴジーは、教師が教えることを学びます。教師中心で、
教師と教科書が教えることを学ぶことが大前提です。アンドラゴジーは、「知る
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必要」をまず知る必要があります。学ばなければならない理由を理解する必要が
あります。知る必要がなければ学ぶ必要はなく、知る必要があれば自分がそれを
学びます。第一に学ぶ必要性があるかを判断し、学んだり学ばなかったりしま
す。

第二は自己概念です。ペダゴジーは、依存的です。教師や教科書で教えることを
学ぶのが大前提であるため、教科書が学ぶべき内容を持っており、教師に依存す
ることになります。アンドラゴジーは、自己決定的です。学ぶ必要があるかない
かは自分で決めます。

第三は経験です。ペダゴジーは、教師や教科書から学びます。実際は教師の話や
教科書に載っている文章を代理経験し、そこから教室のいすに座りながら学んで
いるわけです。アンドラゴジーは、自分の豊かで多様な経験自体が学びのリソー
スになります。自分が大人であるため、すでに様々な経験をしています。自分の
経験を学問的に捉えなおすことで学び直すことができます。この点が、経験が浅
い子ども達の学び方とは違います。抽象的なことや理論的なことを学んでも、そ
れを自分自身の経験に照らし合わせて学ぶことができます。

第四は方向づけです。ペダゴジーは、教科中心、カリキュラム中心です。学校シ
ステムの中でその方向性が決められています。アンドラゴジーは、生活中心、問
題中心です。すでに多様な経験をし、実際に自分で生きて生活をしているため、
生活の中で起こった疑問や、仕事をする中で起こってきた問題を、どうするのか
が出発点になります。それらによって何かを学ぶ必要が出てきます。必要性を判
断したら、はじめてそのことを学ぶというプロセスになります。出発点は自分の
生活であり、自分の仕事であり、問題ということができます。

第五は動機づけです。ペダゴジーは、成績や教師からの賞賛など外発的なものに
よって学習が動機づけられます。外側から動機づけになるものが与えられる必要
があります。アンドラゴジーは、自尊心、やりがいなど内発的なものによって動
機づけられます。外発的動機づけではなく、自分で勉強したいから勉強し、勉強
することそのものにより動機づけられます。

このように見ていくと、アンドラゴジーの特徴はペダゴジーとは全く違うことが
わかります。

⾃自⼰己決定学習のプロセス
自己決定のプロセスは、学習計画そのものに参画することです。教科中心・カリ
キュラム中心であれば、誰かにこれ学びなさいと言われたものを学びます。しか
し、自己決定学習では、これを学びなさいと決める学習計画そのものに自分が参
画します。学習計画そのものに参画することが自己決定学習です。

自己決定学習は、次の６つのプロセスからなります。

•ニーズの診断
•目標の設定
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•学習資源の明確化
•方策の選択
•計画の実施
•達成の証拠を集め、評価に参画

まず、ニーズを診断します。それにしたがって、ニーズがあるものに対しては、
学んだ後に最終的にこうなったらいいということを決めて、目標に設定します。

次に、学習資源を明確化します。たとえば、教科書のどこの部分が使えるか、情
報資源のどこが使えるか、実習をするならどういう場所が使えるか、人数はどの
くらいいるかということを明確にします。

そして、どういう形で学んでいくか方策を選択します。本を読むのか、ディス
カッションするのか、何かを作り出すのか、チームで進めるのかなど、いろいろ
な学習の仕方があるのでその方策を選択します。

こうしてできた計画を実際に実施し、達成の証拠を集め、評価に参加します。ど
うなったらいいということは目標の設定で決めたので、それが実際にできたかど
うかを達成の証拠として集めます。たとえば、ある程度の長さの文章を書くとい
うことや、チームで何かを作るのであればその成果物を見ます。そして、それら
を証拠として評価をします。評価は、第三者がするだけではなく、自分が評価に
参加することが必要です。

以上が自己決定学習のプロセスです。全部自分で行います。自分でできない時は
誰かの助けを求めますが、基本的には自分で決めて、自分で学習し、自分で評価
するということが自己決定学習の技法です。

2.3 　成⼈人学習者の特徴

成⼈人学習者の特徴
成人学習者の特徴には次の３つがあげられます。

•自己決定学習ができる
•生活経験が豊富である
•実用重視である

１つ目の特徴は、自己決定学習に示されるように、まず何を学ぶかを自分が決め
るということです。大人になるとフォーマル・ラーニング、つまり学校教育の枠
組みがないのですから、そこにおいては自分でこれを学びたいと決心して何かを
学ぶという行為ができるわけです。だから自己決定学習ができるということで
す。
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２つ目の特徴は、生活経験が豊富であるということです。つまり人生上の経験が
学習のための資源になりうるということです。これも子どもの学習とは大きく違
う点です。大人は、いろいろな人生上の体験が、今学んでいることとどういう関
係にあるのかを考えることができます。いわゆる机上の空論（理論だけ学んで実
際には使えない）というのは起こりにくのです。理論を学べば自分の体験からど
ういうふうに継承されるか、照らし合わせて「ここは理論的に説明できるけれど
ここは少し違うな」というような判断ができます。このようにして体験そのもの
が理論のための資源になるのです。

３つ目の特徴は、実用重視ということです。もともと自己決定学習で何を学ぶか
という時に、自分のニーズが判断基準となります。今、目前に何か学ぶことがあ
るとすれば、それが自分の人生や仕事上何か役に立つのかということで判断しま
す。ですから現場の問題を解決することができるかどうかで学んだり学ばなかっ
たりする。つまり実用重視の判断をするということです。

成⼈人学習者の問題
成人学習者の問題点は成人学習者の特徴から直接引き出されます。

•自己決定できない成人の問題
•生活経験があるための問題
•実用重視したための問題

１つ目は、自分で決められない人が多いことです。自発的に自分にはこれが必要
だからこれを学ぼうと決めて、どんどん進んでいける人はいい人生を送ると思い
ます。でもそういう人は多くありません。大人になっても相変わらず学校教育の
影響下にあるために、誰かが決めてくれないと学ばないのです。たとえばこうい
う資格を取りなさいと言われないと勉強しないような人が大多数です。

決められない人は意外に多く、成人学習者だからといって全員が自己決定できる
かというと、そういうことはありません。自己決定できるように教えるというの
はインストラクショナルデザインの問題として解決できるかどうかはわかりませ
ん。「自己決定しなさい」と教えること自体が、自己矛盾だからです。

２つ目は、生活経験が学習のための資源になるという話だったのですが、これは
逆の側面もあります。大人は人生経験を多くしてきていますが、それに縛られて
しまうということがあります。理論を学ぶときに、大人は自分の経験に照らして
判断できるというのが強みであるといいました。しかし、同時に「この理論は私
の経験では間違っています」というように独断的に判断してしまい、最初から受
け入れないという傾向もまたあるのです。

そうすると自分の経験が豊富で、それがすべて正しいと思い込んでいる人は、何
ら新しいことは学習できないという制約になります。自分の経験は確かに豊富な
のでしょうが、それをいったん全部捨てて、白紙の状態から何か新しいことを学
んでいくのだという態度がなければ、新しいことは学ぶことができません。そし
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て、何か新しいことを学んだ後に、自分の経験を振り返って検討していくという
ような態度は非常にいいと思います。しかし、自分の経験に縛られてすべてを受
け付けられないと、そもそも学ぶことができません。つまり、この経験の豊富さ
はいい面でもあり、逆にそれに縛られると悪い影響もあるということになりま
す。

３つ目は、実用重視の問題です。これも何を学ぶかという点では重要な視点で
す。しかし、問題解決のためにすぐに役立つような知識を選んで学ぶとすれば、
そういう知識は同時にすぐ役に立たなくなるという可能性も高いということで
す。

仕事に従事していくと、いろいろな課題が出てきて、そのたびに解決したいと思
うわけです。それを簡単に解決するような方法を探し出して実行しようとするの
は、当面の問題にすぐに対処し、それを解決できるかもしれません。しかし、問
題はもっと根深くて非常に大きな問題に繋がっている場合もあるのです。そうい
う根源的な問題の解決にはなりません。ですから、すぐ役立つような知識という
のは、表面的な浅い知識であり、深い理論的な知識とは違っています。対症療法
的には良くても、それ以上の問題には対処できません。

とにかく実用を重視して、役に立てばいいのだという態度をもって自己決定学習
をすると、モザイクのようにいろいろなコツは知っているけれども、一貫性のな
い形で学んでいってしまう危険性があります。そうではなくて、大きな理論の中
で学んでいく態度をとることが、必要なのです。

実用性重視の態度を取りすぎると大きな体系や理論はすぐには役に立たないと
思ってしまうのです。実用重視はいいのですが、重視し過ぎると新しい問題が出
てきた時に対処できなくなります。ですから、大きな体系と理論を長い目で見て
学ぶべきでしょう。すぐに役に立つものばかりを追い求めていくと問題がでてき
ます。

2.4 　ポスト・アンドラゴジー

ノールズのアンドラゴジーへの批判
ノールズのアンドラゴジーへの批判もすでにでてきています。ノールズは、自己
決定性や学習者のニーズが学びのスタートにあることをアンドラゴジーの特徴と
してあげましたが、これはアンドラゴジーにとって決定的ではないのではない
か、という批判です。

まず、自己決定性は、大人の特性ではなく学習プロセスを経験するひとつの方法
にすぎません。それは教育者との関わりのプロセスであるといえます。大人であ
れば全員が自己決定しているかといえば、そうではありません。つまり、学習者
が自己決定性を持っているか否かではなく、自己決定性を重視する学習プロセス
をとっているかどうかが重要なのです。その人に自己決定性があるかどうか、ま
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た、それを教えられるのかということが問題なのではなく、学習プロセスとして
自己決定性を織り込むように教育者が学習者に関わっていくことが大事だといえ
ます。

また、学習者が表明しているニーズと真のニーズには乖離があるということも指
摘されています。たとえ、学習者自身から表明されたニーズだとしても、その
ニーズは、その学習者の経験と価値観によって制約されています。「これを学び
たい」と言っているときの判断は、その学習者の経験や価値観に基づいて表明さ
れたニーズなのです。

もし、学習するということが学習者自身を変革していくことであるとするなら
ば、それは、すでに持っている経験と価値観からどうやって離れていくかという
ことなのです。しかしながら、表明されたニーズが経験と価値観に制約されてい
るのであれば、その路線上に沿ったニーズしか出てこないことになります。そう
すると、今の学習者の延長線上にあるものしか学習できないことになるのです。
本当の学習とは、今までやってきたことの延長である学習者の路線を変えていく
ことなのです。自分を変えるということが学習するということの意味です。

自分の過去の延長線上に乗っていくのであれば、その人の人生は変わりません。
しかし、何かを学習しようということは、運動技能であれ、認知技能であれ、態
度であれ、自分の何かを変えてもっと良くなりたいということです。つまり、今
のままの延長線上で良いというわけにはいかないはずです。しかし、自分を変え
ていくような真のニーズはあまり表明されません。逆に、表明されたニーズは、
学習者が直面しているとりあえず必要なニーズであることが多いのです。

これは学習者を変えるという視点ではなく、むしろ直面している問題を解決した
いというニーズにすぎません。しかし、長期的に見れば、自分を変えていかなけ
ればならない、あるいは社会を変えていかなければならない真のニーズがあるは
ずです。本来はそちらの方に視点を移さなければいけないのです。ただ、その視
点はなかなか出てきません。これが学習者のニーズからスタートしようという
ノールズ流のアンドラゴジーへの批判です。

新しいアンドラゴジーの考え⽅方
自己決定性と学習者のニーズが、ノールズ流のアンドラゴジーへの批判の対象に
なりました。これを解決し、新しく展開していこうというのが「ポスト・アンド
ラゴジー」と呼ばれる新しいアンドラゴジーです。新しいアンドラゴジーでは、
「意識の変容」こそが重要であるという考えをとります。

新しいアンドラゴジーでは、まず「成人学習者を全体として見る」ということ、
つまり、個人全体として動いているのであって、学習はそのための道具ではない
という主張をします。いままでのフォーマル・ラーニングでは、学校を卒業した
以降の人生のために学校で学ぶことが必要とされていました。しかし、新しいア
ンドラゴジーでは、学習過程そのものが人生としての意味をもつという考え方を
します。
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この考え方は、生きることの意味を完全に反転させています。普通は、生きるた
めに学び、技能を身につけて、仕事をしていきます。しかし、それは逆なので
す。「学ぶために生きる」のです。学ぶということ自体が人生の意味であって、
そのために生きるということです。もし、学ぶことがまったくなければ、死んで
いるのと同じです。そこには人生の意味がないでしょう。

このように、新しいアンドラゴジーの考え方では、完全に意味が反転していま
す。これは、学校教育を中心としたフォーマル・ラーニングへのアンチテーゼで
もあります。また、生きている意味は社会的に埋め込まれています。それは、社
会の一員として生きているということなのです。これらが新しいアンドラゴジー
の考えです。

とはいえ、この新しいアンドラゴジーの考えも確立したものではありません。今
後さらに、いろいろと変化があることでしょう。いずれにしてもノールズ流のア
ンドラゴジーから、個人の意識の変容こそが重要だという考え方に変わりまし
た。それこそが学びの意味であり、学ぶということが人生の意味に直結している
ということなのです。

■ホームワーク

あなたが、今またはこれから学びたいと考えていることはどんなことですか。そ
れをなぜ学びたいと考えていますか。また、それをどのようにして学びたいと考
えていますか。

■⽂文献紹介

マルカム・ノールズ『成⼈人教育の現代的実践』鳳書房,  2002

成人教育の研究はこの一冊から始めるのがいいかもしれ
ない。大部な本だが、語り口は明瞭。本人が実践者なの
で具体的でもある。キーポイントは、自己決定学習(self-
directed learning)と学習契約(learning contract)。前者
は本全体を貫くメインテーマ。後者は、具体例が付録に収
録されている。インストラクショナルデザインの考え方や
インストラクショナルデザインプロセスは、まったく違和
感なくこの本の中に取り入れられている。成人教育の展開

とインストラクショナルデザインは同期していたと考えられる。
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パトリシア・クラントン『おとなの学びを拓拓く』鳳書房,  1999

ノールズの本のあとはこの本を読むと良い。成人教育が、
自己決定性の獲得と意識変容をめざすもの（その先には
社会変革まで）であることが、難解だが伝わってくる。
ショーンの反省的実践家という考え方も、この本の文脈
の中で出てくると自然という感じになる。ペダゴジーで
の反省は「この教え方でよかっただろうか」という技術
の段階でごまかせるのに対して、アンドラゴジーでは「こ
れを教えるべきだったろうか」というレベルまで深くな

らざるを得ないからだ。IDプロセスの一つであるニーズ分析にしたって、「表明
されていないニーズ」まで掘り下げなくてはならない。そして、学習者に自己決
定性を教授するというパラドクスに至る。
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3. 　経験学習

3.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。
――前回はアンドラゴジーの考え方を学びました。大人の学びは子どもの学びと

は確かに違います。
たとえば？

――たとえば、大人はすでに経験が豊富なのでそれに基づいて学びます。
確かに。だけど、経験が豊富ということは、逆に足かせにもなるよね？

――そうですね。ベテランほど「自分の経験ではこうだった。だからこうするべ
きだ」ということを言う傾向があります。

それは適切な場合も多いけど、そうでないこともある。
――むしろ、今までのやり方では限界が見えていて、それを改革しなければなら

ないことの方が重要なんです。そうしたときに「オレの経験では」と言い出
されると、改革しようという気持ちが削がれてしまいますね。

経験から学ぶことは多いよ。だけどそれを吟味することの方が重要なんだ。
――経験を吟味する、ですか？

そうだ。自分の経験を観察し、検討してみるということ。
――なるほど。

すぐれた専門家は、領域にかかわらず、こうしたステップを踏んでいるということが研
究で明らかになっている。

――自分専用のノートを作って、記録をつけている人もいると聞きます。
専門家は多かれ少なかれそういうことをしているね。

――経験の長さだけではないんですね。
人生の長さは、だれでもだいたい同じようなものだよ。だから、同じ経験をしたとして
も、そこから何を考え、実践していくかということにかかっているわけだ。

――確かにそうですね。
自分の経験について考えることを「リフレクション（内省、振り返り）」と呼んでい
る。

――リフレクションが大切なのですね。
そうだ。経験についてのリフレクションから新しいアイデアを考えだし、それを現場で
試してみる。そしてまた新しい経験を得る。こういうサイクルを持っている人が、優れ
た専門家になるんだ。

――そういう理論があるんですね。
「経験学習理論」と呼ぶ。
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3.1 　ここまでの流流れ

教えることは、インストラクショナルデザインの考え方を導入することによって
良くすることができます。しかし、インストラクショナルデザインには限界が３
つあります。1つ目は、ゴールベースであることです。ゴールを決めてはじめて、
すべてのインストラクションが決まるので、ゴールが決まりにくいもの、決めら
れないものは教えにくくなります。２つ目は、システマティックアプローチであ
ることです。たとえば、他の人と会話をしながら学んでいくことがありますが、
このようにシステムになっていないものは、扱いにくくなります。３つ目は、３
つの心理学（行動分析学・認知心理学・状況的学習論）の寄せ集めであり、一貫
性がないということです。

そのため、この授業ではインストラクショナルデザインを超えて、教えずに学ん
でもらうためにはどうすればいいかということを探求します。

前回は、生涯学習のインフォーマルな学習に焦点を当てました。学校や企業内研
修はフォーマルな学習です。しかし、私たちは実際には、遊んだり、旅行した
り、友達と会話したり、趣味に時間を費やしたりするなどの場面で学んでいるこ
とが多いのです。このことをインフォーマルな学習（インフォーマル・ラーニン
グ）と呼びます。

子どもの教育学と大人の教育学は違います。大人の教育学を成人教育学と呼びま
す。成人学習の特徴の１つ目は、自己決定性です。何を、どのように学び、どの
ような成果を得ようとするのかを自分で決めていくということです。２つ目の特
徴は、人生経験が長いため、理論を学ぶときは、ただ理論を机上の空論として学
ぶのではなく、それを自分の経験と合わせて解釈していくことができるというと
いう点です。３つ目の特徴は、実用重視という点です。今学んでいることがどの
ように活かせるのかということを中心に考えるという特徴があります。

しかし、必ずしもすべての大人が自己決定をするわけではありません。人生経験
が豊富な人は、かえってそれが邪魔をして、新しい理論を受け入れにくくなるこ
ともあります。そして実用重視においても、すぐに役に立つような知識や理論
は、すぐに役立たなくなる可能性が高くなります。そのため、これらの特徴は成
人学習の中心ではなく、大切なのは学んでいくことで自分の意識が変容していく
ことだと主張する人もいます。それが「ポスト・アンドラゴジー」という「成人
教育学」の後の新しい考え方です。

今回は「経験学習」という考え方を導入したいと思います。

3.2 　経験学習理理論論

「知識が重要か、経験が重要か」という問いがあります。「様々な社会現象から
どういう知識を作り、それを取り込むかということが重要だ」と主張する人がい
ます。その一方で「知識は常に限定的であり、ある条件下でいえることなので、
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その場の経験や背景・歴史・文脈のもとで、どのような経験が起きているのかと
いうことの方が重要だ」と主張する人もいます。このように対立した見方があり
ます。

しかし、私たちは常に具体的な経験の中にいます。生きている限り新しい経験を
しています。その経験を積み重ね、それが変容され、個人の知識が創出されると
いうサイクルを繰り返しているようです。これがKolbの「経験理論」のアイデア
です。

Kolbの経験学習理論（Experiential Learning Theory）は、具体的経験が変容さ
れた結果、知識が創出されるプロセスをダイナミックなサイクルとして定義した
ものです。Kolbは、経験に基盤を置く、連続的変換的なプロセスに焦点をあて、
学習にとって大切なのはこのプロセスであると主張しました。「知識が重要か、
経験が重要か」という二分法的な従来の考えとは一線を画す理論です。

学習サイクル
経験学習理論によると、学習のプロセスは、次の４つのステップからなるサイク
ルです。

•具体的経験（Concrete Experience）：具体的に経験する
•反省的観察（Reflective Observation）：経験を振り返って内省する
•抽象的概念化（Abstract Conceptualization）
：理論や仮説として概念化する
•能動的実験（Active Experimentation）
：立てた理論や仮説を実験してみる

学習サイクル
反省的観察(RO)

Reflective Observation
能動的実験(AE)

Active Experimentation

具体的経験(CE)
Concrete Experience

抽象的概念化(AC)
Abstract Conceptualization

まず、具体的な経験をします（具体的経験）。その経験したものを、あらためて
こんなことがあったと反省的に振り返り、それを観察します。「今日こんなこと
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があったけどあれは何だったのか」ということを考えます（反省的観察）。考え
たあと、「これはきっとこういう大きな概念・理論に集約できるものだ」という
ことを頭の中で考えます（抽象的概念化）。この概念や理論を用いれば、今度同
じような場面に出会ったときに、このようにしたらいいのではないかというアイ
デアが浮かび、それを実験します（能動的実験）。経験をし、それを反省的に観
察し概念化して、その概念を使って実際に実験をしてみるというサイクルになっ
ています。

たとえば、今日仕事をして、こんな失敗をしてしまったという体験があります
（具体的経験）。自分の家に帰り、あの失敗は何だったのだろうということを振
り返って考えます（反省的観察）。もしかしたらこういう表面的な失敗だけでな
く、失敗が起こりやすい形になっていたのではないだろうかということを概念化
します（抽象的概念化）。その失敗になりやすい形を改めてみようと新たに実験
をしてみます（能動的実験）。その後、実際にどうであるかをみます（具体的経
験）。

このようにサイクルになり、日々の体験から新しい知識を作り出し、人が成長し
ていきます。経験をしていても、考えることがなく、概念化も理論化もせず、そ
こから実験も行わないとすると、その人は日々同じことを繰り返しているだけで
す。同じように成功したり、同じように失敗したりするだけで、何も変わりませ
ん。この状態は、学習が起こっているとはいえません。そうではなく、経験を観
察し、それを概念化して、新しい提案をして仮説を立て実験をしてみることに
よって新しい経験ができます。良くなるか悪くなるかはやってみないとわかりま
せんが、このようにして知識を作り出していく人は学習しているといってもいい
でしょう。

学習モード
　学習サイクルの中には、次の４つの異なる学習モードが存在します。

•情動的（affective）
•認知的（perceptual）
•記号的（symbolic）
•行動的（behavioral）
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情動的 affective

記号的 symbolic

認知的 perceptual行動的 behavioral

学習モード
反省的観察(RO)

Reflective Observation
能動的実験(AE)

Active Experimentation

具体的経験(CE)
Concrete Experience

抽象的概念化(AC)
Abstract Conceptualization

具体的経験をする段階では、その人は情動的なモードで学習します。経験の中に
いるため、びっくりしたり、焦ったり、怖いと思ったり、うれしいと思ったりす
るように感情が動きます。

反省的観察の段階では認知的なモードになります。認知的とは頭の中で考えると
いうことです。あれこれと頭の中で考え、体験を言葉に変換します。

抽象的概念化をする段階では、記号的なモードになります。体験を言葉に変換し
たものを記号的に操作して、より抽象的にします。このような原因があれば、こ
のような結果になるという、仮説・理論・概念のレベルで記号的な操作をしま
す。

能動的実験をする段階では、行動的なモードになります。記号的なモードで作り
出された仮説・理論・概念について、実際に検証を試みることで行動的になりま
す。

学習モードも学習サイクルと同じように循環します。

3.3 　経験学習理理論論の特徴

経験学習理論の特徴には次の３つがあげられます。

•トランザクショナリズム
•省察の重要性
•研究者としての大人
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トランザクショナリズム
経験学習理論の特徴の１つ目は、トランザクショナリズムということです。トラ
ンザクショナリズムというのは、何かと何かがお互いに相互作用していくという
考え方です。何かが独立して行うというのではなくて、別のものとの相互作用で
影響を及ぼし合い、そこから何かを学ぶということです。学習サイクルの中で生
ずる知識というのは、学習者の内部や外部との相互作用によります。

どういう時に知識が生ずるかというと、学習者と環境とのトランザクションが行
われたときです。環境というのは学習者の外側にあるすべてのものを指します。
その例をあげると、教科書を読むというのは自分と教科書という間のトランザク
ションです。そこで何かを学んでいます。また自分が知らないところへ旅行に
行ったときには、学習者と街全体の環境との相互作用が起こります。その街並み
や売られている物、肌で感じる雰囲気などによって影響されるのです。

次に、学習者と他者とのトランザクションがあります。自分と相手、さまざま友
人、知人、家族などと相互作用、つまりおしゃべりをしたり、一緒に何かをした
りする。その中で、新しいことを学んでいきます。その人の考え方を学んだり、
その人から自分が知らなかったことがらなどを聞いて学んでいきます。

最後は、学習者と学習者の過去とのトランザクションです。つまり自分と自分の
過去を振り返り、昔はこういうことを考えていたのだと、自分の考えの変化や自
己の成長を感じることができます。

以上の３つの形態で知識を創出していきます。それを対話的学習
（Conversational Learning）と呼んだりします。まとめると、「環境との対
話」、「相手との対話」、「過去の自分との対話」というふうに、対話をしなが
ら何かを学ぶということです。これが経験学習理論の中のトランザクショナリズ
ムという特徴です。

省省察の重要性
２つ目の特徴は、省察（振り返り、reflection）の重要性です。ショーンという
研究者が「省察的実践者」（reflective practitioner）についての本を書いていま
す。この中で、実践者はもちろん実践するけれども、その中で常に省察を行って
いるということを見出した研究です。つまり、体験をしてもその体験のままで終
わってしまっては何ら学ぶところはないわけです。その体験は一体何だったのか
ということを振り返って、自分なりに整理して、理論や概念を作るというプロセ
スが、非常に重要なのだと指摘しました。

これは、ここで言う「振り返りのプロセス」ということになります。ですから経
験だけではダメで、その経験が何だったのかということをもう一回取り出して、
それが「こうだったんだ」という仮説を出して、それが正しいか、正しくないか
を、次の体験の時に検証してみる。つまり実際にやってみることが大切です。そ
の経験と検証の間には、省察（振り返り）が重要です。このプロセスがなければ
何ら学ぶこともないでしょう。
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しかし、単に振り返れといっても実際にやるのは難しいことです。一番良いのは
経験を思い出して「書くこと」です。「ジャーナル（日誌）」ということです。
今日いったい何があったのかと振り返って思い出し、ノートに書く。日記という
ことです。日本語の日記は感情的になりがちですが、ここでのジャーナルという
のは、今日いったい何があったか、それについて自分がどう考えたのかどう思っ
たのかというようなことを、事実として客観的に書くというものです。

ジャーナルを書くのが面倒なら誰かに話してもよいでしょう。たとえば、妻や夫
に「今日こんなことがあってね」などと話したりする習慣のある人もいるでしょ
う。それは、書くことと同じように「振り返りのプロセス」として働きます。聞
いてくれる人がいれば、「こんなことがあって、こう思うんだけど」と言った時
に「へえ、そんな考え方をするの」と反論されたりするわけです。そうすると、
それによってさらに振り返りが深くなるということになります。

ただ、ふんふんと聞いてくれれば良いという第１段階を超えて、それについて何
かコメントを受け取るということによって、「自分はこう考えたんだ」けれども
「違う考え方もある」ということを確認することができます。ということは、自
分もその気になれば、違う考え方に乗り換えることができるということです。そ
れは、自分の考え方のバリエーションを増やすという意味で大事です。物事を一
方向から見るだけでなく、いろんな方向から見て解釈をするというバリエーショ
ンの能力を持つということです。

書いたり、話したりするときは、経験に伴う感情を同時に思い出しています。た
とえば、落ち込んだり投げやりになったりしたときは、そういう感情を持ちま
す。その感情が何なのかということや、誰かに叱られた時とかにどう思ったか、
どう感じたかといったことを正直に書きとめます。一度書いてしまえば、再び感
情的になることはありません。「ああ、悲しかったんだ」、「その時私は落ち込
んだんだ」というふうに振り返ることができる。つまり自分自身の感情を第三者
的に見ることができる。そして、次はその失敗を取り返せばいいと思えるので
す。

感じたこと、考えたことを書くことによってそれを自分の一部とすることができ
ます。そして、次は新しい試みを試してみるということになります。そのときに
ポジティブになれるというのが、省察をすることの効果です。つまり、書いたり
話したりすることにより、省察がうまくいくということです。

研究者としての⼤大⼈人
３つ目の特徴は、「研究者（researcher）としての大人」ということです。経験
について考えて、理論化し、それを仮説にして、実験してみるというサイクルを
考えると、経験学習者というのは「研究者」なのです。

研究というのは、現象を体系的に観察・調査する。そしてそれを説明・予測する
ような理論を作るということです。こういうと大げさなものですが、簡単にいえ
ば、観察データを理論や説明に変換するという操作です。これは、Kolbの経験学
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習理論で紹介したように、経験から観察し、思考して仮説を立て検証するという
サイクルに一致します。

日々の仕事や毎日の生活というのは、それ自体がリサーチなのです。日々の生活
の中で私たちは、新しいことを発見し、新しいことを感じ、新しいことを考え、
そして仮説を立てて、次に何かを試してみようと思っているのです。おおげさな
ことでなくても、何か小さな工夫をしたり、少しやり方を変えてみようかと思い
ます。それがリサーチなのです。

そう考えると私達はリサーチするために生きているといえます。確かに、生活の
ためにも生きているのですが、それだけではなく、その中で何らかの工夫や新し
いことを試します。また他の人とディスカッションしたり、新しい方法を考えて
みたりします。それがおもしろいのです。なぜおもしろいのかというと、そうす
ることで自分の仕事や生活の新しい意味を発見していくからです。

リサーチすることでやりがいを感じ、チームワークも生まれ、自分がこの場に貢
献しているのだという感覚も生まれます。この場にいる意味があるという所属感
も感じられます。きちんといる場所があり、お互いに尊敬し合いながら仕事など
をし、また、共に生きていくということになります。こうしたことはリサーチす
るという行為の結果です。リサーチがなければ、ただ単に生きているということ
にすぎません。

3.4 　学習スタイル

学習スタイルとは、それぞれの学習者に比較的安定して見られる学習に関する好
みや傾向を意味します。Kolbは、学習サイクルの４つのステップの組み合わせを
基盤として、４つの学習スタイルを提示しています。

•拡散的学習者（diverger）：具体的経験と反省的観察を好む傾向
•同化的学習者（assimilator）：反省的観察と抽象的概念化を好む傾向
•収束的学習者（converger）：抽象的概念化と能動的実験を好む傾向
•適応的学習者（accommodator）能動的実験と具体的経験を好む傾向
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拡散的学習者
diverger

同化的学習者
assimilator

適応的学習者
accommodator

収束的学習者
converger

学習サイクル
反省的観察(RO)

Reflective Observation
能動的実験(AE)

Active Experimentation

具体的経験(CE)
Concrete Experience

抽象的概念化(AC)
Abstract Conceptualization

拡散的学習者（Diverger)：具体的経験→反省省的観察
拡散的学習者は、学習サイクルのなかで具体的経験から反省的観察にいたるとこ
ろで見られる学習者タイプです。このタイプの学習者は、具体的な経験が中心と
なります。想像力発揮型で、アイデアを出すことが好きなタイプです。したがっ
て、ブレーンストーミングが好きです。また、人々との交流を楽しんだり、すべ
ての可能性を検討したりすることが好きなタイプです。しかし、課題に集中する
のは苦手です。このように、最初にアイデアを出すところで力を発揮するタイプ
を、拡散的学習者といいます。

同化的学習者(Assimilator）：反省省的観察→抽象的概念念化
同化的学習者は、学習サイクルのなかで反省的観察から抽象的概念化にいたると
ころで見られる学習者タイプです。このタイプの学習者は、いろいろ考えて知識
を吸収することが好きなタイプです。知識吸収型で、いろいろな考えや情報を得
たら、既に知っているモデルや理論に当てはめて統合することが好きです。しか
し、理論や概念に統合して整理しても、それらの理論を実際の生活に応用するこ
とには興味がありません。情報を集めるために、読むこと、聞くこと、観察する
ことが好きで、手に入れた情報を吟味することが好きなタイプです。このよう
に、情報を統合して行くところで力を発揮するタイプを、同化的学習者といいま
す。

収束的学習者（Converger）：抽象的概念念化→能動的実験
収束的学習者は、学習サイクルのなかで抽象的概念化から能動的実験にいたると
ころで見られる学習者タイプです。このタイプの学習者は、理論をもっていて論
理的な問題解決をすることが好きなタイプです。論理的問題解決型で、理論や概
念から出発して明確で具体的な解決を考えるのが好きです。しかし、他の人と作
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業をするのは苦手なタイプです。このように、理論が好きで問題解決に取り組む
ところで力を発揮するタイプを、収束的学習者といいます。

適応的学習者（Accommodator）：能動的実験→具体的経験
適応的学習者は、学習サイクルのなかで能動的実験から具体的経験に戻るところ
で見られる学習者タイプです。このタイプの学習者は、実際に解決策を使ってみ
たり、提案して試してみることが好きなタイプです。現実適応型で、実践的に試
みたり、経験から学ぶことが好きです。したがって、必ずしも理論から出発する
のではなくて、問題解決から実践するところが好きです。すなわち、説明書を読
むよりも試行錯誤を繰り返すことが好きです。このように、実際に現実的に取り
組んでいくところで力を発揮するタイプを、適応的学習者といいます。

3.5 　経験学習理理論論の実践

経験学習理論の実践例を見ていきましょう。Kolbの経験学習理論はモデルとして
はたいへん美しいのですが、まだ、充分には検証されていません。しかしなが
ら、この経験学習理論のモデルにしたがってどのような実践が考えられるか、い
ろいろな試みがなされています。大学や企業での実践例を見てみましょう。

⼤大学での実践
大学での経験学習理論の実践として次の3つの例があげられます。

•現場での学習経験（インターンシップ、アルバイト）
•大学外学習の単位化（軍隊、ボランティア、研修プログラム）
•教室内の学習（ロールプレイ、ゲーム、ケーススタディ、シミュレーショ
ン）

まず、インターンシップやキャンパス外雇用（アルバイト）は、経験学習を実際
に現場で体験することから、経験学習のよい機会といわれています。インターン
シップは、実際に会社に行って見習いとしていろいろなことを教えてもらいなが
ら働くことになります。同様に、アルバイトも実際にお金をもらうという意味で
は雇用されているわけで、シミュレーションでもなくトレーニングでもない経験
学習のサイクルに入るといわれています。

ほかにも、大学外学習の単位化があります。たとえば、海外では軍隊に入ること
が経験学習とみなされ、その訓練が単位として認められることがあります。日本
では、ボランティアや企業内研修プログラムに参加して単位が認定されるケース
があります。これも、実際の経験の中から何かを学ぶという意味で経験学習理論
の実践のひとつと考えることができます。

なお、教室内でも経験学習理論にもとづいた学習が可能です。たとえば、ロール
プレイやゲーム、ケーススタディ、シミュレーションをつかった授業は、経験学
習理論にあてはめることができます。ロールプレイであれば、まず、誰かが過去
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の具体的経験を発表します。それを反省的観察としてグループ討論をおこない言
語化します。それから、一人ひとりが一般的な理論と概念に統合させて抽象的概
念化をします。さらに、できた理論と概念を使って能動的実験として問題解決を
試みます。そして、その結果を各人の次の具体的経験に結びつけるわけです。こ
のような設計をすると、大学の授業の中でもKolbの経験学習理論を活かした授
業設計ができるようになります。

企業での実践
企業での経験学習理論の実践として次の3つの例があげられます。

•アクションラーニング
•フューチャーサーチ
•アウトドア教育

まず、アクションラーニングを見てみましょう。これは、自分の所属する部署の
問題や自分に与えられた職務上の問題ではなく、そこからいったん離れて、企業
内で重要とされる問題を、他の部署から集まったみんなと考えながら解決してい
く活動です。これは、各人の経験に基づいてメンバーがお互いに協力しあって解
決策を考えることから、経験学習理論のひとつの実践例といえます。

ほかにも、フューチャーサーチとよばれるものがあります。これも業務とは直接
関係がなく、問題を解決するというよりは、みんながこの会社の中でどの方向を
向いているのか、どういう会社にしたいのか、ひいてはどんな社会にしたいの
か、ということを話し合うものです。これにより、お互いの誤解が解け、積極的
に自分の職務や職場に関わるようになり、お互いの理解と洞察を得ることになる
のです。このような活動は、業務とは直接関係がなく、企業にとっては何の儲け
にもなりません。しかしながら、このような活動をすることで職場の雰囲気がよ
くなったりお互いの理解が深まったりするといわれています。

最後に、アウトドア教育もそのひとつの例です。これもまったく業務とは関係あ
りませんが、みんなでチームを組んで山に登ったり、いろいろなところを探検し
たり、離れ小島に住んでみたりする体験です。これらの体験には、自然の中にあ
るリスクを引き受けることで、お互いのメンバー間のコミュニケーションが促さ
れ、グループの生産性が高まるという効果があります。これも経験学習理論の実
践のひとつです。山に登ったり島で暮らしたりするという経験からどういうこと
を学んでいくのか、それをみんなで共有すること自体に意味があります。

Kolbの経験学習理論に照らし合わせてみると、これらの学習活動は単に経験を
伴っているから学習活動と認められるのではないことがわかります。具体的経験
に基盤を置きながらも、反省的観察、抽象的概念化、能動的実験を経て、また具
体的経験に戻るというプロセスに沿って学習が進んでいくからこそ、その活動を
成果として認めることが正当化されるのです。
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■ホームワーク

自分の体験エピソードをひとつ選び、経験学習理論に当てはめて合致するところ
と合致しないところを検討してください。さらに、そのエピソードを４つの学習
スタイルに当てはめ、自分の強いところと弱いところを検討してください。

■⽂文献紹介

渡邊洋⼦子『⽣生涯学習時代の成⼈人教育学』明⽯石書店,  2002

成人教育学への第一歩として良い本である。一部、心理学
系の用語使用にミスがある（たとえばスキナーの「強化」
を「教化」としたり）。巻末の文献リストは、次に読むべ
き本の良い案内になっている。

⼩小池・⼿手打編著『⽣生涯学習社会の構図』福村出版,  2009

生涯学習について広く概観が得られる本。特に、１章
で、成人教育の３つの流れ：教養、職業訓練、社会変
革、２章で、アンドラゴジー論の展開、３章で、成人の学
習理論：ノールズ、フレイレ、コルブ、組織学習、４章
で、第三期大学、日本の高齢者大学、について手際よく
知ることができる。
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4. 　ファシリテーション

4.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。
――前回は経験学習理論を学びました。経験は誰でもします。だけど、それをよ

く観察して、吟味して、そこから何か新しいアイデアや試みを実行に移して
いくというサイクルが大切なのですね。

その通り。このサイクルは、ひとりでも実行できる。
――そうですね。そのために日誌（ジャーナル）をつけることも効果的です。

だけど、ひとりでは解決できない課題も多いよね。
――はい。そのために毎日のように会議や打合せをしています。これはひとりで

は解決できないことが多いためだと思います。
でも、創造的な会議ってめったにないよね。

――そう言われれば、そうですね。ただ議案を承認するだけだったり、逆に、議
論になると意見が対立して感情的なしこりを残すこともあります。

そうだとすると、複数の人が集まって話し合いをすることの意味って何だろうね？
――うーん、そう言われれば、面白くて創造的な会議って、ないですね。

ひとりでは解決できないことも多い、でも会議では解決できない。
――そうです。

そうすると、会議じゃないものが必要だ。
――何ですかそれは？

自分の考えに固執しないこと。相手の考えを攻撃しないこと。自分と相手がともに持っ
ていない考えを新しく想像すること。

――そういうことができたら、会議も変わると思います。
そのためには、私たちがディスカッションと呼んでいるものを捨てなければならない。

――ディスカッションを捨てるのですか？　その代わりになるものは何ですか？
ダイアローグと呼ばれるものだ。

――議論（ディスカッション）ではなく、対話（ダイアローグ）ですね。
対話といっても二人だけで行うとは限らない。何人いてもダイアローグなんだ。

――そうなんですか？
ダイアローグというのは「コトバを通じて」という意味。二人ということじゃない。

――コトバを通じて新しいものを生み出すのですね。
そうだね。
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4.1 　ここまでの流流れ

まずインストラクショナルデザインの限界から話を始めました。ゴールベース、
システマティック、３つの心理学の混合ということでIDの特徴がありますが、同
時に限界があります。そこで「教えない技術」を探していくことにしました。

最初に、成人教育学という概念を導入しました。子どもの教育学ではなく、大人
の教育学です。成人学習者には、自己決定性、人生経験が豊富なので有利である
こと、そして、実用重視、すぐに役に立つことを求めるという特徴があります。
そして、それに対応するような教育方法があるだろうということです。そのあと
ポスト・アンドラゴジーという成人教育学の展開について話しました。そこでは
意識の変容というのが重要でした。

次に、Kolbの経験学習理論を紹介しました。経験から観察・内省、それから、
概念・理論、検証・実践というサイクルです。

今回はファシリテーションをやっていきます。このファシリテーションとは何か
という前に、ダイアローグということを少し説明していきます。

4.2 　ダイアローグ

ボーム(1966, 2007訳)は『ダイアローグ1』という本を書いています。この中でこ
のようなことを言っています。

対話では、人が何かを言った場合、相手は最初の人間が期待したものと、正確には同
じ意味では反応しないのが普通だ。・・・したがって対話では、話し手のどちらも、
自分がすでに知っているアイデアや情報を共有しようとはしない。むしろ、二人の人
間が何かを協力して作るといったほうがいいだろう。

私たちは人と対話します。つまりおしゃべりをする。それが議論になることもあ
りますし、普通のおしゃべりもあります。「今日こんなことがあったよ」などと
報告し合います。普通にお互いに通じていると思っています。たいてい自分が
言った言葉で相手にこういうふうに理解してほしいと期待して何かを話します。
しかし、たいてい相手は期待したとおりには理解しないのです。少しずれた感じ
で理解しているか、あるいは、まったく聞いてなかったりします。

ボームはそういう意味で、人々は考えとか情報を共有しようとしているのではな
くて、お互いにズレてはいるけれども、協力して何か別のものを作っていると考
えた方がよいのだといっているのです。これを「ダイアローグ」といいます。
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ディスカッションの特徴
私たちはよくディスカッションをします。オンラインでも対面でもディスカッ
ションをする。そこで現れる特徴というのはこういうことです。

私たちは、自分の意見を守ろうとします。なぜなら、自分の意見というのは、自
分自身とほぼ同じだからです。自分を守るのと同じように自分の意見を守る。
「自分はこういう意見です」と言ったとたんに、その言葉が自分の分身のように
なります。だから、それに反論をされると、必ず自分の意見を守ろうとするので
す。反論の方が理にかなったものであっても、自分の意見を守ろうとするので
す。これがディスカッションに見られる特徴です。

自分の意見を守るためには、相手の意見をブロックします。「それは違います」
と言ってブロックします。さらに、「それは違います。あなたの意見はここが間
違っています」と相手を説得し始めます。特にオンラインのディスカッション
は、こういう展開がよくあります。そして最終的には、自分か相手の勝敗を決め
ようとするわけです。

さらに大きな話にすれば、これが民主主義の原則なのです。どういうことかとい
うと、いろいろな人がいるからいろいろな意見が出ます。その意見同士の対立も
あるし、互いに両立しないこともあります。異なる意見が出たときは、相手を説
得しようとします。自分の意見を守って相手の意見をブロックしたり、反論する
ことで相手の意見を変えようとするのです。そのようにして意見を出しあって、
最終的にはどの意見が良いと決めるか、あるいは、選挙のように得票数で決めま
す。最終的には意見の勝敗を決めるのです。それが民主主義の原理です。

これはある意味で、野蛮なシステムともいえます。けれども、独裁政治よりは良
いでしょう。いろんな意見を出しあって、議論して決め、それに従っていく方法
がよりマシな方法であると考えられています。これが正しいとはいえませんが、
その時代によって、人類が選択してきた意思決定の方法のひとつです。

ダイアローグのエッセンス
ボームはダイアローグのエッセンスとして、次の５つを挙げています。

•相手の想定を見る
•自己防衛を見る
•相手を変えようとしない
•態度はあるとき変わる
•思考は個人のものではない

まず、相手の想定を見るということです。相手はどういう想定のもと、どのよう
な土台に立ってこの意見をいっているのかを読み取ります。つまり、相手は何を
守っているのかを見るということです。
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また、自分自身の想定も見なければいけません。自分は何を守っているのか、自
分の想定を自分で見るのです。これが自己防衛を見るということです。

相手を変えようとしないことです。ダイアローグでは相手を変えようとはしませ
ん。なぜならば、相手の態度は簡単には変えられないからです。

相手は突然変わります。相手が自分で自分を変えようと思った時に変わります。
それは、だれかが何かを言ったから変わるというわけではないのです。きっかけ
としてそういう場合もありますが、態度というのは、自分が変えようと思わない
限り変わらないのです。それは何か新しいこと、新しい立場、新しい見方、新し
い態度を身につけようと自分が決心した時にだけ変わります。新しい態度を生む
ためには、古い態度を捨てるしかありません。古い態度を捨てようと思った瞬間
に、新しい態度に変わります。

みなさんは自分の思考は自分に所属していると思っているでしょう。自分の子ど
もであるかのように、自分の思考を守ろうとします。しかし、自分の思考という
のは自分自身のものではないのです。私もこうして話していますが、これも私自
身の思考ではないのです。では誰のものか。それは、私を取り巻く時代、背景、
周りの人々、読んできた本、聞いてきた話、つき合ってきた人々、そういう文脈
の合作のようなものです。私だけで作ったものではありません。

誰かの考えを私が直輸入したとしても、そこでは必ず誤解とか思い違いが入って
いるものです。その人のものともいえない、かといって自分自身がゼロから考え
出したものでもない。それは、その人と私の合作としか、いいようがないもので
す。

たとえば、一人でいれば、無人島にでもいたら、何も考えたりしないですね。私
がこうして生きていて聞いたり読んだりしていくと考え、思考が出てくる。私自
身のものではないのです。こういう考え方がボームのダイアローグのとらえ方で
す。

ディスカッションとダイアローグの⽐比較
ディスカッションとボームの主張するダイアローグには、どのような違いがある
のでしょうか。

ディスカッション(discussion)という単語は、dis（バラバラにする）と
cussion（壊す）からなっています。それに対して、ダイアローグ(dialogue)とい
うのは、dia（～を通して）と、logue（言葉）からなっています。つまり、言葉
を通じて何かをやり取りするというのが、ダイアローグの意味です。

ディスカッションは、バラバラにして分解するということなので、分析の方向性
を持っています。たとえば「この問題には３つの側面があります」というように
細かく分解していきます。１つの問題を３つに分解し、さらにそれぞれについて
「Aという側面とBという側面で考えましょう」というように、切り刻んでいき
ます。それがディスカッションの持つ方向なのです。
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それに対して、ダイアローグでは、意味の流れを重視します。言葉をやり取りし
ながら、これは一体何だろうかということを共同で考えていくというのが、ダイ
アローグの特徴です。そういう意味で「意味の流れ」というべきものを重視しま
す。分析するとわかりやすくはなりますが、そうするにしたがって意味が薄れて
きます。たとえば、水（H2O）というのは、水素（H）と酸素（O2）でできて
います。このように分解するのが近代科学の方法です。水素も酸素も気体です
が、それらが化合すると水（液体）となります。しかし、気体同士の性質からは
液体の性質はでてきません。分析することにはこのような側面があります。分解
せずに考える。むしろ統合していくという作業がダイアローグの意味です。

ディスカッションの場合は、説得したほうが勝ち、された方が負けです。つまり
ゲームに勝つというのがディスカッションのゴールです。最終的な結論を得ま
しょうというのが、ディスカッションのゴールです。それは、誰かが提示した中
から一番良い結論を採用しましょうということです。いずれにしても勝ち負けを
最後に決めるのです。

それに対してダイアローグでは、お互いに満足するというのがゴールです。みん
なが勝つ。なぜなら、ダイアローグでは共同作業をして、共同で意味を探りなが
ら意味を作りあげていくものだからです。誰が勝ったか、負けたかではありませ
ん。作られたものはまったく新しいもので、誰の所有物でもないのです。

ディスカッションとダイアローグは、ずいぶん違います。私たちはディスカッ
ションの文化に慣れてきたので、このダイアローグという行為は非常に神聖なも
のとして映るかもしれません。

ディスカッション ダイアローグ

元の意味 ばらばらに／壊す ～を通して／ことば

方向 分析 意味の流れ

ゴール ゲームに勝つ 互いに満足する

ダイアローグの⽅方法
具体的にダイアローグを進める方法を考えてみましょう。

•リーダーを決めない
•議題なし
•決定しない

まず、リーダーを決めないということです。ダイアローグはおしゃべりです。お
しゃべりにはリーダーはいません。また、おしゃべりに議題はありません。「こ
んなことがあってね」などの、たあいのない会話から入っていきます。おしゃべ
りに結論もないですね。だから決定しない。
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そうするとダイアローグは単なるおしゃべりなのか、というとそうでもありませ
ん。ダイアローグは、社会文化の問題で、個人の問題ではないのです。アルコー
ル依存症の断酒会のような集まりでは、セラピストが入って治すのではなく、参
加者は単におしゃべりをするのです。それで気晴らしになったり、自分で何かを
発見したり、新しい考えをつかんだり、他の人がやっていることを参考にしたり
します。最終的には個人で、お酒を絶つことができるかもしれません。しかし、
それを保証しているわけではありません。

セラピーグループでは、ダイアローグが行われています。しかし、ダイアローグ
が目的とするのは、最終的に個人の問題を解決するということに限定されていま
せん。そうではなく、そのグループが社会に変化を生み出そうとするものになろ
うとすることなのです。ダイアローグは個人の問題ではなくて、社会文化の問題
であるというのはそういう意味です。もう少し大きい、何か社会を変えるような
グループ、そういうものを考えた時に、そこではダイアローグが行われていると
いうことなのです。

個人の意識があって、その中でダイアローグに参加することで、なんらかの意味
を見いだしていくというようなプロセスです。自分１人で考えているだけでは、
意味を見いだせません。なぜならば、私たちは社会的な生き物だからです。他の
人と言葉を交わすことによって、他の人達との意識を共有することができるので
す。

一人で考えていると、どんどん分析してしまいます。なぜだろうと考え続ける
と、だんだん意味を見失って、行き着くはては「なぜ私は生きているんだろう」
ということになってしまうのです。それは人格の断片化ということです。虚無的
なところに行き着いてしまいます。

他の人と話すことによって、他の人の集合意識の中に自分の個人意識が取り込ま
れていきます。この人たちと一緒に生きていることが幸せなんだというふうに感
じられていくわけです。これが参加を通じて得られる意味です。私は自分一人で
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はないし、社会の一部なのです。社会と個人が統合されることで一貫性が保たれ
ます。それが自分が生きていることの意味になります。ダイアローグを通じて参
加することで、意味を見いだしていくとしたボームの考え方のエッセンスです。

4.3 　ファシリテーション

シュワーツ(2002, 2005訳)『ファシリテーター完全教本1』によるファシリテー
ションの定義は以下のようになっています。

グループ・ファシリテーションとは、グループにおける問題定義、問題解決、意思決定の方法
を改善させ、グループの能力を高めるために行われるプロセスである。

ここでは、「グループ」という概念が大事です。ファシリテーションとは、グ
ループの能力を高めるために行われるプロセスであり、ファシリテーターとはそ
の役割を担う人のことです。

３つのモデル
グループで話し合いを行う際には次のような３つのグループモデルが考えられま
す。

一方的コントロールモデル コントロール放棄モデル 相互学習モデル

一方的コントロールで自分
の目標を達成する

だれもが目的の設定に参
加する

確かな情報（情報共有）

勝つ、負けない みんなが勝って、だれも負
けない

情報に基づいた自由な選
択

ネガティブな感情の表出を
最小限に抑える

感情を表出する 内面的コミットメント

理性的に行動する 理屈を振り回すのを抑える 共感

一方的コントロールモデルは独裁的なグループです。グループの中のリーダー
が、一方的なコントロールで自分の目標を達成しようとするグループといえま
す。このようなグループでは次のような特徴があります。「勝つ・負けない」な
どの感情があります。また、ネガティブな感情の表出を最小限に抑えたり、理性
的な行動をしようとします。

コントロール放棄モデルは、リーダー不在のグループです。このようなグループ
の特徴としては、誰もが目標の設定に参加でき、勝ち負けなど無く、感情の表出
も許されます。感情が優位であるために理屈を振り回すことが抑えられます。
「あなたの意見はいいね。私の意見もいいでしょ？」という関係性になります。
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ここで重要なのは、コントロール放棄モデルは一方的コントロールモデルの対極
にあるのではなく、変形であるということです。一見よさそうに見えますが、グ
ループワークを通してなにも問題が解決しないこともあります。そうであるなら
ば、一方的コントロールモデルと大差がありません。

これらの２つのモデルに対して、シュワーツは相互学習モデルを提唱しました。 
相互学習モデルは、メンバー全員が確かな情報を持っていて、情報に基づいた自
由な選択が保証されるグループです。このグループでは、どのようにやっていけ
ばいいか、ということに関する関心がグループ内で高く、またメンバー間の共感
も高くなります。その結果、メンバーの中におしつけではなく自発的に関与する
という内面的なコミットメントが生まれるのです。グループワークにおいてファ
シリテーターが目指すのは、まさにこの相互学習モデルであるといえます。

相互学習モデルの基本想定
シュワーツは、相互学習モデルの基本想定として次の４つを挙げています。

•私は情報を持っているが、他の人たちだって情報を持っている
•私たちは、他の人の見ていないものを見ている可能性がある
（自分が見ているものと他人が見ているものとは違う）
•相違は学びの機会である
•人は与えられた状況下で誠実に行動しようとする

第一に、相互学習モデルでは、私も情報をもっているが、他の人も情報をもって
いるという姿勢をとります。独裁グループは独裁する人しか情報を持っていませ
んが、相互学習モデルでは互いが異なる情報を持っていることを認めます。相手
が違う情報を持っていること、相手の情報が不十分である可能性があること、相
手の視点が私と違うことが、相互学習モデルの基本想定です。

第二に、私たちは他の人の見ていないものを見ている可能性があるという姿勢を
とります。ともすれば、私たちは自分の見方だけが唯一の見方だと思ってしまい
ます。しかし、そうした姿勢ではなく、他の人が見ている視点で物事をみようと
する努力が必要なのです。

第三に、相違は学びの機会であるという姿勢をとります。私とあなたとの間にあ
る知識と情報の違いを認めるからこそ、その相違は学びの機会となります。

最後に、与えられた状況下で誠実に行動することを前提条件とします。お互いの
相違を学びの機会ととらえ、相手に対して誠実な姿勢をとり、積極的な学びの姿
勢をとることで、新しいものの考え方を獲得することができます。
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4.4 　ファシリテーションの⽅方法

相互学習を促しグループの能力を高めるためには、どのようにファシリテーショ
ンをしたらよいかが重要になります。ここからは、ファシリテーションの具体的
な方法をみていきましょう。ファシリテーションスキルとして次の3つがあげら
れます。

•相手にたずねる
•自分を表現する
•ともにコミットする

ファシリテーションスキル：相⼿手にたずねる

想定や推察を確認する
「あなたは……と考えているように⾒見見えますが、そうですか？」

人は、ものの考え方の土台となるその人なりの想定や推察を必ずもっています。
まずはそれを確認することが大事です。相手の考えの土台となっている想定や推
察は、その人にとっては疑いのないものですから、あまり表面化することはあり
ません。そこで、ファシリテーターは、相手の想定や推察を確認するとよいで
しょう。そうすると、たずねられた方は、当然だと思っていたことが相手にとっ
ては違うのかな、と考えるきっかけになります。また、その人自身の自然な想定
を再確認するということにもつながります。

すべての関係情報を共有する
「これは他のメンバーも知っていますか？」

人が意見を表明するときは、そこに意見の土台となる情報が存在します。しか
し、その情報をその人しかもっていないことがよくあります。そこで、その情報
を他のメンバーも知っていますか、と聞くことによって、すべての情報をグルー
プメンバーの間で共有することを促すことができます。もし、その人しか知らな
い情報であれば、他の人にも知らせる必要性がでてきます。同じ情報をグループ
内で共有してからものごとを進めるというのがファシリテーションの基本です。

具体例例をあげ、重要な⾔言葉葉が何を意味しているのかについて合意しておく
「……というのは具体的にはどういうことですか？」

これは簡単な質問のように思えますが非常に有効です。というのも、人はたいて
い自分の定義で言葉を使います。定義が支離滅裂な場合は言葉そのものが通じま
せん。しかし、自分なりの定義で言葉を使ってもだいたいは通じてしまいます。
あなたが言っているこの言葉は具体的にはどういうことなのですかと聞いておく
ことは、相手がどういう意味でその言葉を使っているかということを明確にする
効果があります。そして、明確になったその定義をお互いが共有すればよいので
す。
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ファシリテーションスキル：⾃自分を表現する

理理由と意図を説明する
「私がこう提案するのは、……という意図があるからです。」

自分の意見を表明する場合は、その意見に加えて、理由や意図を説明すると、よ
りよく相手に通じることがあります。ただ提案するだけでなく、土台となる意図
を説明することが重要です。ただ提案を示しただけでは、その提案がどちらの方
向を向いているのか相手に伝わりません。意図を知らない限り、提案として良い
か悪いかを評価できません。意図が良いものであれば、その提案によってものご
とが完全に達成されるかに焦点をあてて吟味することができます。提案と同時に
その意図を一緒に説明するというのは大切なことです。

「態度度」ではなく「関⼼心」に焦点をあわせる
「私の関⼼心は……ということなのです。」

人は態度について言われることを不快に感じます。なぜかというと、自分の態度
が相手にどのように捉えられているのか、そして自分の態度をどのように変えれ
ばよいのかわからないからです。そのような曖昧模糊とした態度というものを話
題にするのではなく、あなたの提案のこの部分に関心があります、とか、あなた
の提案の意図に関心があります、と言えばよいのです。そうすると、ファシリ
テーターの注意がどこに向いているのかが相手に伝わり、相手はそこを説明すれ
ばよいのだなとわかるわけです。これで話の展開がとてもクリアになります。

提案と質問を組み合わせる
「私の意⾒見見は……ということなのですが、質問や反論論はありませんか？」

ファシリテーターは意見や提案をしたあとに、質問や反論を受け付けることが大
事です。意見や提案とそれに対する質問や反論を組み合わせるのです。意見だけ
を言って、そのまま言いっぱなしにするのはよくありません。相手の質問や反論
を受け入れることで、相手との相互学習が促進され、情報に基づいた自由な選択
が行なわれるのです。ひいては、このやり取りがグループ全体の能力を高めてい
くことになります。

ファシリテーションスキル：ともにコミットする

次のステップと、意⾒見見の相違を解消する⽅方法を⼀一緒に作る
「次にどうすればいいのかを⼀一緒に考えましょう。」

人が集まれば、意見の違いが生じるのは当然のことです。お互いに意見の違いが
あることを認識したら、その意見の違いをどのように解決していくかということ
をお互いの仕事として考えていこうと提案してみましょう。この仕事は、あなた
だけのものはなく、また、私だけのものでもなく、どちらか一方の仕事にはしな
い、ということです。ともに解決していく仕事として取り組んでいくのです。と
もに関わりましょうという姿勢を示すことが重要なのです。
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タブーを話し合う
「これは楽しいことではないかもしれませんが、もし推測が正しいなら……という
ことを解決しなければなりません。」

タブーというものは、話をそらされるか、違う話題にすりかえられます。あるい
は、違う問題設定にされてしまうこともあります。しかし、そこを乗り越えてい
かないといけないとわかっているのであれば、「楽しいことではないかもしれま
せんが、それを解決するようにともにコミットしていきましょう」と提案してみ
ましょう。受け入れてくれたらそれについて一緒に考えてみましょうと提案すれ
ばよいのです。

必要⽔水準のコミットメントを⽣生み出す意思決定プロセスを使う
「みんなが賛成できるアプローチを考えましょう。」

ファシリテーターは、全体としての方向性を常に考えておく必要があります。グ
ループ全員がコミットしてその方向に進んでいくわけです。そのためには、みん
なが賛成できるアプローチを考える必要があります。これがいいと思うので、み
んなこれに従ってくださいという言い方はできません。もしそういうことを言う
人がいたら、その意見にみんなが賛成できたら採用すればよいでしょう。しか
し、賛成できないうちは別のアプローチを考えてみんなが賛成できる状態にして
いきましょうと提案しましょう。

ファシリテーターの役割
ファシリテーターは、このようにことを進めていくわけですが、結局のところ、
「正解」を知っているわけではありません。では、ファシリテーターの役割とは
どのようなものなのでしょう。ファシリテーターとは、グループ内の「対話」を
進めて、そのことによって、新しいものを生み出すためのプロセスを手伝う人と
いえます。グループの中に入ることによって「対話」を活性化し、何か新しいも
のを生み出す役割を担うのです。

最終的には、グループメンバーの一人ひとり、それぞれがファシリテーターにな
ることが理想です。グループの誰もが「正解」を知らない、しかし、みんなで
「対話」を進めていくことで、何か新しい「正解」に近いものが生まれるのでは
ないか。このことを、グループのみんなそれぞれが認識したうえでともにコミッ
トすることが、グループの仕事としてうまくいくということにつながるのです。

4.5 　ファシリテーションのプロセスデザイン

ファシリテーションは以下のような場面で使えます。

•問題解決
•合意形成
•教育研修
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•体験学習
•自己表現
•自己変革

グループで対話を通じて問題解決したり、合意形成したり、あるいは教育内容に
ついて詳しく知ったり、体験を元にして学習したり、自分を表現したり、あるい
は自分をこれから変えていこうという目的をもってグループワークをしていくと
いうことになります。その中に入ってくるのがファシリテーターという人の役割
です。しかし明示的にファシリテーターが入らなくても、グループのメンバー一
人ひとりが自覚していれば、それぞれがファシリテーター的な役割を演じること
ができます。

プロセスのパターン
ファシリテーションのプロセスデザインとしてプロセスのパターンをいくつか挙
げることができます。

•発散→収束→発散→収束
•ダイアローグ→ディスカッション→ダイアローグ
•目標の設定→原因の探求→解決策の提案
•体験→解釈→一般化→応用

「発散→収束→発散→収束」は、先ずそれぞれが思うところを自由に言って、そ
の後にトピック、テーマなりを決めて収束を図っていきます。そして方向性が見
えたら、また発散させて収束させるというパターンです。

「ダイアローグ→ディスカッション→ダイアローグ」は、先ず目的を決めずに自
由に話をしてもらいます。その中から何らかの意味を見出していくというダイア
ローグをして、その後にディスカッションをし、それはどういうことなのかとい
うことを分析していきます。そのようなプロセスをいれて、また最後にそれから
得られた結論についてそれぞれが自由に話をしてお互いの違いを見出したり話し
合うことで意味を見出したりするプロセスです。

「目標の設定→原因の探求→解決策の提案」は、何かをしよう、何かを作ろうと
いう目標を設定してから、そのためには何をしなければいけないかという原因を
探求して、ではこうしたら良いのではないかという解決策を提案する直線的なプ
ロセスです。

「体験→解釈→一般化→応用」は、Kolbの経験学習理論に似ているのですが、
先ず体験を話したり、あるいはその場で行ったりしてから、それはいったい何な
のかという解釈について話し合う。そしてその解釈に基づいてこれを一般化する
とどうなるかという話をして、それを実際に現場で応用するとどうなるかという
話をします。
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■ホームワーク

自分が今困っていること（たとえば就活がうまくいかない）、あるいは、すぐで
なくても長期的には解決しなければならないこと（たとえば仕事が忙しすぎる）
を１つ提示してください。ただし、プライバシーに関することまで踏み込む必要
はありません。この問題について「軽く」自分で分析してみてください。

■⽂文献紹介

デヴィッド・ボーム『ダイアローグ』英治出版,  2007
これまでのディスカッション活動は、問題解決指向、結論
指向だった。その過程で意見を交換すること、相手を了
解すること、そして意見を調整することが学ばれると考え
てきた。しかし、それではうまく行かない。この本は、
自分の意見や自分の立場、主張や偏見、思い込み、そう
したもろもろのものを手放し、自由になったあとで、相
手との間に何か別の新しいものを創り出すという作業を
しようとする。そこでは、私の意見、あなたの意見、で
はなく、何か違うものが生み出される。

ロジャー・シュワーツ『ファシリテーター完全教本』⽇日本経済新聞社,
2005

ワークショップ研修の代わりにはならないが、できるだ
けそう学べるように書いたという本。相互学習モデルが参
考になる。それは、私は情報を持っているが、他の人も
情報を持っている、私たちは他の人の見ていないものを
見ている可能性がある、相違は学びの機会である、人は
与えられた状況下で誠実に行動しようとする、というも
のだ。
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5. 　ファシリテーション・グラフィック

5.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。
――前回は、ダイアローグの心構えを学んでから、ファシリテーションのスキルを

学びました。
ファシリテーションで大切なことは？

――グループ内のダイアローグを促進して、新しいものを生み出す手伝いをするこ
とです。

そう。話し合いには正解があるわけでもない。誰も知らない、新しい考え方を創造し
て、みんなで共有することなんだ。

――みんながお互いのファシリテーターになることですね。
でも、ただ話しあっていても、堂々巡りになってしまうことが、よくある。

――そうですね。誰かが話して、それを聞いているときには「なるほど」と思って
も、次の人が話し始めると、そのことはもう忘れてしまう。

人間の記憶力はそんなに良くないので、無理もない。
――だから、堂々巡りになってしまうのですね。話が展開していったと思っても、

それは直前の記憶に頼ったものだから、いろいろ話していくと、最後には元
に戻ってしまう。

それはもったいないよね。
――はい。自分ではいいことを言ったと思っても、それが忘れられてしまって、も

う一度同じことを話さなければならなくなると、残念です。
そこで、ファシリテーション・グラフィックを導入する。

――ファシリテーション・グラフィックって何ですか？
話の内容を記録していくことだ。

――書記ですね。
ただその人の発言を文字に写すのではなくて、図解にしていくんだ。

――どんなふうにですか？
それを、これから説明しよう。

――はい。
話し合いをしながら、それをグラフィックに記録していくことによって、堂々巡りをな
くし、一人ひとりの発言を尊重し、新しい考え方を生みだそうとする。

――まさに、ファシリテーションですね。
そのとおり、グラフィックを描きながら、同時にファシリテーションをしていこうとい
うわけだ。
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5.1 　ここまでの流流れ

前回は、ボームのダイアローグの考えを導入しました。それは、人と話をすると
いうことは、アイデアの共有ではなく、お互いの共同作業で何か新しいものを作
り出す作業だということです。そのように見方を変えると、人と話すことが何か
新しい生産活動になるということをお話ししました。通常、話すということは、
自分の考え方を相手に伝えたり、あるいは相手がどのように考えているかを理解
するためのことだと考えられています。しかし、実はそれ以上で、2人の間でま
だ知らないアイデアがあり、2人以上で話し合うことによって、何か新しいこと
を生み出すという作業だということです。

ファシリテーションというのは、相手がまだ知らない何か新しいアイデア、本人
が気づいていないアイデア、ファシリテーターも気づいていないアイデアを、話
をすることによって引き出し作り出そうとすることです。

私の考え方はあなたとは違うし、あなたの考え方も私とは違います。それは、お
互いにとっての学びの機会です。これは、学習の機会なのです。日々我々がいろ
んな人と話すのは、会議をしたり、あるいは単なる他愛のないおしゃべりであっ
たりするわけです。しかし、そこでは常に何かを学んでいます。「この人はこう
いうことを考えているのか。こういう考え方もあるのか」というふうに、自分は
知らないさまざまな考え方、あるいは自分とは違う考え方を学んでいるわけで
す。しかし、それを完全に100％受け入れることもないですし、相手が完全に
100％間違っていて私にとって何の学びもないということもないわけです。

相手の考え方と自分の考え方に違いがあり、その違いから何か新しい第三のアイ
デアを生み出していくという機会なのです。しかし、このことに気がついていな
いと、その機会にはなりません。「あいつは私の考え方と違うのでちょっと気に
食わない」となってしまいます。それでは面白くありません。話し合うことに
よって、何か新しいものを生み出すというファシリテーションの考え方を、前回
は導入しました。そして、ファシリテーションのスキルも紹介しました。相手に
尋ねること、自分を表現すること、ともにコミットすることがポイントになって
いました。これを知っているのと知らないのとでは、同じ話をするのでも違いま
す。

しかし、ただ話し合い、言葉を交わしているだけでは、「あれなんだったかな」
というように、一瞬で消え去って忘れてしまいます。忘れないように何かに留め
ておくために、記録をします。今回は、記録の方法としてファシリテーション・
グラフィックというやりかたを実習していきたいと思います。
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5.2 　ファシリテーション・グラフィックとは何か

ファシリテーション・グラフィックとは何かということを、堀公俊・加藤彰
(2006)『ファシリテーション・グラフィック1』から引用しましょう。

板書係や記録係というと、下っ端の仕事のように思えますが、実は会議で一番重要な役割を
担っているのです。板書した内容もさることながら、板書することそのものが影響力を生む、
と言ってもよいでしょう。ですから、みなさんが身の回りの話し合いを改善したければ、勇気
を持ってホワイトボードの横に立つのが一番の近道なのです。

いろいろなところで会議はありますが、書記係や記録係を立てるということは実
はあまり多くありません。会議資料が配られて、誰かが説明し、「賛成ですか。
異議がありますか」ということを話し合って決めていくというようなプロセスが
多いのです。しかし、企画会議やプロジェクト会議のように何かを生み出そう、
新しいことをやって行こうという会議においては、記録するということは非常に
重要です。会議から何か新しいことを生み出したいと思ったら、必ず記録するこ
とを考えておいたほうがいいのです。板書係・記録係を立てるというのがまず大
事です。

なぜそれが重要なのかというと、「話し合いを空中戦から地上戦にする」と、
堀・加藤は言っています。空中戦とは、言葉のやり取りの応酬です。さきほど
言ったように、話し言葉は言ったそばから消えてしまいます。私がこう言って相
手がこう言って、別の人がこう言ったというように、その瞬間はわかっているか
もしれません。しかし、その次の人が話し出した瞬間、直前の人の発言はほぼ忘
れられます。それを「空中戦」と呼んだのです。

空中戦であると、なかなか話が進みません。「これは前にも言ったように、私が
言いたいのは…」というように、記録していないために、前に言ったことをみん
な忘れているということを、話した本人も知っているのです。個人的にメモを取
る人はいるでしょうが、そのような人は少ないです。空中戦をやっていると話し
たそばから、忘れられていってしまうので話が堂々巡りになったりするわけで
す。そして、つい熱くなり口論になってしまうこともあります。

これを地上戦にします。地面に足がついた状態で話すということです。それは、
話した内容を、そのそばから記録するということです。ホワイトボードがあれば
ホワイトボードに記録していき、みんなが見えるようにすればいいのです。これ
を地上戦と呼んだのです。そこに書いてあるため「前言ったように…」と言わな
くてすみます。もし強調したければ、そこに書いてあるようにと指でさせばいい
わけです。そうすれば「そういえばそういうことあったよね」というようにみん
なが思い出すことができます。そこから話を進められることで、建設的な話し合
いになります。
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ファシリテーション・グラフィックのメリット
ファシリテーション・グラフィックとして記録するということには２つのメリッ
トがあります。

1．話し合いのプロセスを共有する

•議論の全体像とポイントが見えている
•参加者の意識が議論のポイントに集中する
•話し合いの共通の記録として残る

2．対等な参加を促進する

•発言を定着させることで安心感を与える
•発言を発言者から切り離す
•発想を広げ、話し合いを楽しくする

1つ目は、話し合いのプロセスを共有することができるということです。ホワイ
トボードに書いてあるため、話し合いの全体的な進み具合、今どこに注目にして
話をしているか、どのような話題を共有しているのかということが、記録を見れ
ばわかります。そのため、完全に同じとは言えませんが、全員が同じような認識
のもとで話が進んでいきます。全員が共有している話の全体像があって、今ここ
を話そうというポイントが見えてきます。

そのため、参加者の意識が議論のポイントに集中します。ポイントが見えている
ため、「今ここをやっているよね」ということをみんながわかっていれば、参加
者の意識がそのポイントに集中し、全然関係がないことを話す人が遠慮すること
になります。みんなが話していることと全然関係ないことを話すのは勇気がいる
ことですから。通常は、今決めなければならないポイントに、一番関連があるこ
とを話すべきだと参加者は考えます。それによって議論が集中するということで
す。

そして最後に、共通の記録として残ります。話し合いをしながら書いていくた
め、その書かれたことがすでに記録として残っていくことになります。後で思い
出して書くのではなく、その場で書きみんなの共通の記録として残ります。

2つ目は、対等な参加を促進するということです。これは、発言を定着すること
で安心感を与えるということです。もし記録する人がいなければ、せっかく勇気
を奮って自分の意見を発言しても、なにも残りません。一応、みんな聞いてくれ
るかもしれませんが、「いい意見だ」と思っている人、「たいしたことない」と
思っている人、聞き流してしまう人がいるわけです。今言った自分の発言にどの
ような価値があるにせよ、ホワイトボード上に書かれ、定着したということは、
発言した人に非常に大きな安心感を与えます。
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そして、発言がホワイトボードに書かれたら、発言者の名前を書かないことによ
り、発言が独立します。「誰々の意見」から、一つの「独立した意見」としてそ
こに書かれます。私たちは「あの人は賢いからいい意見だ」「あの人は変だから
変な意見だ」というように、本当の意見自体の価値判断ができていません。
「誰々が言った」という情報によって、だまされているということがあるので
す。そこで、発言者の名前を発言から切り離すことによって、全員がその発言の
内容に集中することができます。

また、発想を広げ話し合いを楽しくすることができます。発言するたびに、ホワ
イトボード上が、いろいろな意見でうまっていきます。そのホワイトボードを見
ることで、さらに自分の思考が触発され、ますます新しい意見が出やすくなりま
す。何かを見ながら考えると、発想がよく浮かんできますよね。そのため、メモ
を取りながら考えるのもいいでしょう。ただ、ぼーっとして「私は考えていま
す」という場合はたいてい考えておらず、堂々巡りをしているだけなのです。し
かし、メモを取りながら考えると、いい発想が浮かびます。同じように、今まで
の意見がたくさん書いてある目の前のホワイトボードを見ながら考えることで、
さらに触発されていきます。その結果、話し合いが楽しくなります。

ファシリテーション・グラフィックは、このような有効性があります。

5.3 　ファシリテーション・グラフィックの⽅方法

ファシリテーション・グラフィックの⽅方法
それでは、どのようにグラフィックを作成すればいいのか、方法論についてみて
いきましょう。ファシリテーション・グラフィックの基本的な方法には、次の４
つがあります。

1. 発言を要約する
2. 議論のポイントを強調する
3. ポイント同士の関係を示す
4. 図解ツールを使って構造化する

第一に、発言を要約することです。一人の人が話しだすと長い時間がかかってし
まう場合もありますから、「それは要するにどういうことか」ということを要約
する力が求められます。

このときに、発言者の言葉はなるべくそのまま活かすことが望ましいです。発言
者の意図が反映したグラフィックが作成されることで、グラフィック自体が生き
生きしてくるというメリットがあります。

第二に、議論のポイントを強調する必要があります。話の流れの中で、重要だと
思うことは色を変えたりするなど工夫をすると、「議論の中で、いま何がポイン
トなのか」ということを掴みやすくなります。
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第三に、ポイント同士の関係を示す工夫が必要です。ポイント同士をグループ化
したり、矢印で結んだりして協調関係・対立関係・因果関係などを示します。こ
のような工夫をすることにより、話の全体像がどういうふうになっているのか、
話し合いの参加者がつかみやすくなるというメリットがあります。

いままで、要約・強調・ポイントどうしのまとめというグラフィック作成のポイ
ントをみてきました。それらを活かしてグラフィックを作成します。

グラフィックが伝わりやすいものであるには、図解ツールを使って構造的なグラ
フィックを作成する必要があります。

•ツリー
•サークル
•チャート／フロー
•マトリクス

図解ツール１：ツリー
ツリーは、項目を分類したり階層化して表したりするときに向いています。

左側が一般的な図解の例です。右側はBBSやメールなどテキストで表現しなけれ
ばならないときの例です。行頭の記号は自由に変えることができます。同じ階層
の項目を表すときには行の先頭の位置を揃えます。

図解ツール２：サークル
サークルは、項目を分類するときに向いています。
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サークルは、文化人類学者の川喜田二郎が考案したKJ法に近い方法です。項目を
たくさん洗い出し、似ているものを近づけて配置します。最後にグループにまと
め、ラベルをつけます。ツリーとの違いは、階層が１階層で終わることです。

図解ツール３：チャート／フロー
チャート／フローは、手順を記述するときに向いています。

テキストで表現する場合は、分岐をYes/Noで表現します。

図解ツール４：マトリクス
マトリクスは、２つの軸によって項目を分類するときに向いています。

発散と収束
話し合いには、発散と収束の２つのモードがあります。

「発散する」モードでは、多様な意見や情報ができるだけたくさん出ることを促
進するデザインを利用し、話し合う中心的な議題から様々な意見を引き出しま
す。

一方「収束する」モードでは、多様な意見や情報があるときに、そこから新しい
切り口や概念を見つけ出すことを目指します。

発散と収束は、混在していることもありますし、同時に起こっていることもあり
ます。
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発散と収束をグラフィック化する方法の代表的なものが、マインドマップとKJ法
です。マインドマップは発散にあったデザインであり、KJ法は収束にあったデザ
インといえます。

マインドマップ
マインドマップは、この４つの図解ツールのうち１つ目のツリー型で書き下すこ
とができます。マインドマップを書くときは、発想を広げるために中心コンセプ
トから放射状にいろいろなアイデアをつなげていきます。しかし、それぞれのア
イデアはすべて中心コンセプトから枝分かれしたものです。したがって、完成し
たマインドマップはどんな複雑なものであってもツリー型に書き直すことができ
るのです。

KJ法
KJ法は川喜田二郎が提唱した方法です。観察したことがらを１枚ずつラベルに書
いていきます。そのあと１枚ずつのラベルを読みながら、関係のありそうなもの
を互いに近くなるように配置していきます。最終的にはまとまったラベルを見
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て、名前をつけることによって概念化していきます。このようにして、何か新し
い切り口を見つけようとします。

下の例は、大学の新入生に、最近の自分の状況を漢字１文字で表現してもらった
ものを「データ」として、KJ法でまとめたものです。ばらばらの漢字データか
ら、何かストーリーが見えてくるところが興味深いところです。

■ホームワーク

先週行った「自分が今困っていること」についてのファシリテーションをグラ
フィックにしてみましょう。ファシリテーション・グラフィックの方法に従っ
て、テキスト形式グラフィックにしてください。または、紙に描いたものをカメ
ラで撮り、画像ファイル(JPEG形式）にしてください。以上を提出してくださ
い。
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■⽂文献紹介

堀公俊・加藤彰『ファシリテーション・グラフィック』⽇日本経済新聞社,  
2006

議論を集中させ、活性化させ、まとめるためのグラフィッ
ク技能を持ったファシリテーターのための本です。道具立
てから書き方の基本スキル、そしてシーン別のケース解説
まで、全体像がわかるように書かれています。実際に描か
れたグラフィック例がふんだんに盛り込まれているのでと
てもわかりやすく、応用しやすい本です。

川喜⽥田⼆二郎郎『発想法―創造性開発のために』中公新書,  1967

多種多様な情報が集まったときの整理の仕方のひとつと
して「KJ法」は身につけておくと役立つスキルのひとつ
です。データひとつひとつをラベル紙に書き、それらの
お互いの関連性を見ながら配置していきます。そのとき
の概念化の仕方によって同じデータ群から、複数の構造
が見えてくるでしょう。それがKJ法の特徴です。
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6. 　ワークショップ

6.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。
――前回はファシリテーション・グラフィックについて学びました。

ファシリテーションの良さがわかると、これを大勢でやってみたくなる。
――そうですね。

それがワークショップだ。
――最近では、「何とかワークショップ」という名前の催しがよく開かれるよう

になりましたが、それなんですね。
まあ、何にでも「ワークショップ」という名前をつけている場合もあるけど、「参加体
験型のグループ形態」を採るものであればワークショップと呼んでもいいだろう。

――参加体験型というところがポイントですね。
そうだね。先生と呼ばれる人が長々と話をすることもない。一人ひとりがその場の
「ワーク」に参加することで、それぞれに「解答」を持って帰ることが重要だ。

――「ワーク」というのは何ですか？
それは、そのワークショップがどんなテーマで設計されているかによって決まる。ゲー
ムをしたり、何かを作ったり、話しあったりする活動だ。

――それが参加体験型ということですね。
話を聞いたり、本を読んだりするだけではなくて、自分で体験することで何かを深く納
得するということだね。

――なるほど。本を読んで知識を得ても、すぐに忘れてしまいます。でも、体験し
たことはずっと記憶に残りますね。

そうなんだ。
――なんだか、ワークショップがやりたくなってきました。

その設計の方法を学んでいこう。
――よろしくお願いします。
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6.1 　ワークショップとは何か

世界の⾒見見⽅方  
世界の見方はモダンからポストモダンへと変化しました。モダンな世界は、要素
論と機械論という二つの基本的な前提から成り立っています。

要素論は、全体というのは部分の集合であり、部分が集まっていくと全体が作ら
れるというものです。逆に、全体をどんどん細かく分解していくこともできま
す。たとえば、ある物質があって、それは分子からなり、分子は元素からなって
いて、元素はまたさらに陽子などに細かく分けることができます。

機械論は、世界は部品の集合で成り立っているということです。たとえば、パソ
コンであれば、ディスプレイとかCPUとかキーボードとかハードディスクとか、
そのようなものからできていて、それぞれはまた色々な部品からなっていて、そ
れを組み立てるとパソコンができあがります。

これがモダンな近代の世界の考え方の中心的な部分です。

そしてその近代のあとはポストモダンな世界となりました。そこでの世界の見方
は全体論と有機体論です。

全体論は、要素論の反対です。全体は部分の集合以上のものであり、部分を積み
重ねても全体にはなりません。全体は全体として部分で積み重なったもののプラ
スアルファ何かできているというのが全体論です。

有機体論は、世界は有機体であるというものです。先程の機械論の反対であり、
世界は部品の集合ではなく一度分解すると元には戻らない。たとえば、木があっ
て枝をのこぎりで一本切ったとします。そうするともうくっつかないわけです。
接着剤で付ければ見かけは付いたように見えますが、本当は死んでしまっていて
付いてないわけです。一回切り離すと元の有機体には戻らないのです。これが有
機体論の基本的な論点です。

このようなモダンな世界からポストモダンな世界へという世界観の転換が背景と
してあるのです。ワークショップとは何かを考える前に、世界の見方がモダンか
らポストモダンに変わってきたという背景について押さえておきましょう。
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要素論・機械論で考えると、教える内容は教科に分けられます。たとえば、国語
とか数学とか理科とか社会とか音楽とか美術とかいろいろに分けられるのです。
これは要素論的な考え方で、全体は部品に分解できますよという考え方に沿って
いるわけです。それを組み立てるとカリキュラムになるのです。１年目はこれと
これとこれをやって、２年目はこれとこれとこれをやって、３年目はこれとこれ
とこれをやる。こういうふうに積み上がっていくと知識とかスキルが身に付くと
いう考え方がモダンな世界の教育の考え方だったわけです。

では、ポストモダンな世界の教育の考え方はどうなるでしょうか。要素論から全
体論に移り変わり、機械論から有機体論に移り変わっているわけですから、この
教科の分断とカリキュラム化という考え方はもう取れません。そのひとつの形が
ワークショップなのです。

これはレゴのワークショップです。レゴを使って何かを作ってみよう、何かを提
案してみよう、何かを設計してみようというワークショップです。このように少
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グループで集まって目の前にあるレゴ、道具を使って、いろいろ考えながら、議
論し合いながら何かを作り出していきます。

これは「教える技術」のワークショップの光景です。やはり同じように少人数の
グループになって活動をします。話し合ったり、いろいろな運動をしたり、身体
を使ったゲームをしたりし、そういうことをやりながら何かを作り上げていくの
です。

ワークショップの特質
中野民夫（2001）は『ワークショップ1』において、ワークショップの特質を次
のように定義しています。

•１つ目は、参加です。ワークショップでは参加者は先生や講師の話を一
方的に聞くのではなく、自ら参加し関わっていく主体性が重視されま
す。
•２つ目は、体験です。ワークショップでは頭に入れる知識だけではな
く、身体と心を総動員して感じていくことが重視されます
•３つ目は、グループです。ワークショップでは参加者同士の相互作用の
中で刺激しあい、協力し合って学んでいきます。

ワークショップの特質の１つ目は参加です。先生や講師の話を一方的に聞くので
はなく、自ら参加し関わっていく主体性が重視されます。そこには、先生や講師
といった偉い人はいないのです。いたとしてもその話を一方的に拝聴することは
ありません。参加者一人一人が自分でこれに参加しよう、これに関わっていこう
という、その人自身が決める主体性が重視されるのです。
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２つ目は、体験ということを重視します。頭に入れる知識だけではなく、身体と
心を総動員して感じていくことが重視されます。普通、教室の中では人の話を聞
いて知識を吸収していくというのが中心です。ところが、ワークショップでは、
頭の働きだけではなくて、身体と心を使っていくのです。身体は運動したり、触
れ合ったりし、また、心はいろいろなことを感じたりするのです。そういう身体
の感覚と心の感情を使いながら、全体として自分一人一人が感じていくというの
が重視されるのです。

３つ目の特質は、グループが中心であるということです。参加者同士の相互作用
の中で刺激し合い、協力しあって学んでいきます。相互作用とは何かというと、
お互いに相手に何らかの影響を与えながら、なおかつ自身も相手から何かの影響
を受けながら、全体として今までなかったものを作っていくということです。こ
れは有機体論に基づいているわけです。一人一人が部品のようにそこにあるので
はなくて、そこに一緒にいる人たちがお互いに相互作用していく中で何か新しい
ものが生まれていくということを考えているのです。

このように参加・体験・グループというのがワークショップの三つの特質という
ことになります。これは教室の中で行われている先生のお話を聞いているだけと
いう教育とは一線を画しています。

ワークショップの構造
ワークショップの構造として次の３つが挙げられます。

•権威としての先生の不在
•リソースとしての専門家
•活動を促進するファシリテーター

１つ目は、権威としての先生の不在です。何時間もとうとうと話をする権威とし
ての先生はいないのです。

２つ目は、リソースとしての専門家はそこにいるということです。必要な時には
その専門家にいろいろ聞くことができるのです。専門家は先生として振る舞うわ
けではなく、ましてや全体を取り仕切ったり、指図したりすることはありませ
ん。単にリソース、材料としてそこにあって必要な場合に利用することができる
というわけです。

３つ目は、活動を促進するファシリテーターがいます。小グループの活動を活性
化するようなファシリテーター、全体として活動を盛り上げていくという役割を
もった人たちがいるということです。
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ワークショップでの活動
ワークショップは自由にやってもらっていいのですが、一定の型は存在します。
一般的には、導入（つかみ）、本体（アクティビティ）、まとめ（振り返り）の
３部から構成します。

最初に導入（つかみ）があります。具体的には自己紹介、簡単なゲーム、テーマ
に関連する簡単な課題などを行い皆の気持ちを一つにしてこの活動に入っていき
やすくします。アイスブレークと呼ぶこともあります。

次に実際の活動、本体（アクティビティ）に入ります。

最後はまとめ（振り返り）になります。ワークショップの成果を持ち帰って活か
すために考えることになります。ワークショップはそこだけのものではなく、
ワークショップで得られたことを戻って行って現場で活かすことが非常に重要に
なってきます。「ああ良かったね、面白かったね」だけで終わってはワーク
ショップの成果は半減してしまいます。そこで自分の現場で持ち帰ったときに、
どういうふうに役立たせられるかを自分なりに考えることが重要です。

このように三部構成で導入（つかみ）・本体（アクティビティ）・まとめ（振り
返り）となっています。

そして、本体はどのようになっているかというと、まず「受容」です。人の話を
聞くということです。２つ目は内省です。人の話を聞いてそれは何なのかを自分
自身で考えるということです。３つ目は話し合いです。お互いの考えを話しあう
ということです。そして最後に一体感です。その結果として一体感を持つという
ことです。

これらの活動が本体を構成しています。

6.2 　ワークショップ的教授法

世界の⾒見見⽅方と教授法
世界の見方が、モダンな世界とポストモダンな世界では変わってきました。モダ
ンな世界では、何を学ぶべきかを社会が決めてきました。子どもたちが大人にな
り社会に出る時に、どういう能力が必要かというのを社会が決めており、それに
したがって学校ではこういうものを教えるべきであると考え、実際にそういう内
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容を教師が教えるという世界でした。ポストモダンな世界では、まず何を学ぶべ
きかを、自分自身が決めるという主体性が問われます。なぜかというと、全人格
的な承認なしに学ぶことはないということなのです。つまり、学ぶことは人生の
課題であるということです。

たとえば、読み書き、計算、最低限の外国語のようなものは、当然学ぶべきであ
ると決められてきたのですが、それ以降に学ぶことを今度は自分自身が決めてよ
いのです。逆に、自分自身がこれを学ぼうというふうに決心しなければ、何も学
ぶことはないわけです。それは、皆さんが自分の経験を振り返ってもわかると思
います。上から押しつけられて学ばされたと考えた内容は、何一つ頭の中に残っ
ていないと思います。つまり、自分の意思決定が最初にあって、その上で学んだ
ことだけが自分に身につき、能力の一部として使うことができるのです。何を学
んできたかということがその人自身を作りますので、つまりそれが人生の課題と
いうことになります。その点からいうと、ワークショップは参加者に身につける
ことを強制することはないのです。

ワークショップは、あくまでも材料と場を提供するだけで、その中であなたがた
が学ぶ内容を自分で見つけ出し、それを学び、そしてそれぞれの現場で活かそう
と思ったことだけを持ち帰って下さいと言っているわけです。強制ではありませ
ん。ですから、このポストモダンな世界の考え方が、ワークショップの教え方の
真髄であるといってもいいかもしれません。

これは、最初に出した図ですが、要素論、機械論で構成された教科の分断と、カ
リキュラム化というのは、こう置き換えられます。

ポストモダンでは、全人格的な承認なしに何かを学ぶことはできないので、ここ
から何かを学ぼうという決断なしに学ぶことはないのです。まず何を学ぶかを決
断することが前提条件です。ワークショップのような学びの場では、あくまでも
場と環境を提供しています。あるいは偶然そこに居合わせた参加者と相互作用す
ることを提供しています。そういう場で、参加者自身が何かを学ぶと思えば、学
んでいくだろうし、そうでなければ、学ぶ場にはならないということです。
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ワークショップ的教授法
ワークショップ的教授法の特徴を４つ挙げます。

•棒を手渡す
•準備しすぎない
•失敗から学び、リスクを負う
•測りすぎない

まず１つ目は、「棒を手渡す」ですが、これはとても比喩的です。参加者は、誰
にも強制されず、主体的に参加しています。そうして彼らに主導権を手渡しま
す。その上、主催者側は、コントロールしません。つまりそれを比喩的に「棒を
手渡す」と表現しました。

２つ目は、「準備をしすぎない」ことです。もちろん準備はしっかりするので
す。こうなれば、こうして、この場合、この道具が必要だとか、構成を考え、周
到に準備するのです。そして現場に行きいったん始まると、その準備のことは忘
れた方がいいのです。なぜかというと、ワークショップは、ビルの建設ではなく
て、むしろ航海に近いのです。ワークショップを開いて、そこへどういう人が集
まってくるのかは予測できません。その場で集まった人達によって、流れが変
わってきます。そのため、準備していてもそのシナリオ通りにはいきません。そ
れはそれで良しとするのです。それが「準備しすぎない」ということです。

３つ目は、「失敗から学び、リスクを負う」ということです。ワークショップは
航海に近いといいましたが、それはハプニングがしばしば起こるということで
す。予想しなかった動きにもなります。上手くいかないこともあるのですが、そ
の上手くいかないことを、むしろチャンスとして新しい何かを学び、次に活かす
とします。また、そういうリスクをあらかじめ考えておくということです。

最後は、「測りすぎない」ということです。何かを教えると、ついテストやアン
ケートをしたくなります。インストラクショナルデザインでもテストやアンケー
トをよく行います。それをしないのは、むしろおかしいですね。どういう成果が
あったのか、きちんとデータを残したいのです。しかし、ワークショップの場合
は、成果はその参加者一人ひとりの体験そのものです。その人がこれだとつかん
だものがその人の成果なので、それを測るのは難しいのです。それを無理やり測
ろうとすると、それを壊してしまう危険性があります。「測りすぎない」ことが
大事です。もちろん感想や改善点を聞くのは良いと思いますが、あまりそれを押
しつけないようにします。

6.3 　ワークショップのルーツ

ワークショップのルーツについてみていきましょう。20世紀前半、K. Lev-
inのTグループ（トレーニング・グループ）、それから、C. Rogersのエンカウン
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ターグループ、これらふたつのグループ活動がその起源とされています。K. Lev-
inは社会心理学の元祖としても知られる有名な研究者です。C. Rogersは来談者
中心療法の創始者として名前を知っている人もいることでしょう。

彼らは、少人数のグループを作り、何の偏見や予見もなく自分のことをお互いに
話す、いわゆる自己開示を目的としたグループ活動を始めました。後に、これら
の活動には効果があることがわかり、このようなグループ活動がワークショップ
のルーツといわれています。これらの活動が源流となり、小グループを作ってそ
こに活動の中心をもっていく現代のワークショップの流れへとつながっていくの
です。

1950年代以降、第三勢力心理学として、人間主義心理学（humanistic 
psychology）がおこりました。これは、フロイトの精神分析を中心とする第一
勢力、スキナーのオペラント条件づけなどの行動主義を中心とする第二勢力に続
く心理学の新たな潮流です。この流れは、無意識や精神分析にさかのぼって考え
るのとも違い、なおかつ、行動主義のように観察できる行動だけを研究対象にし
ようとする心理学とも違う第三の心理学の勢力です。

人間主義心理学の中心として、A. Maslowの人間性心理学、F. Perlsのゲシュタ
ルト療法、E. Berneの交流分析（TA：Transactional Analysis）、A. Ellisの論
理情動療法が知られています。これらは、人と人との関わり合い、そして、そこ
から何かを見いだす、全体論的な見方、これらの点に重心をおいているという意
味ではワークショップの流れを汲んでいるといえるでしょう。

1970年代からは、人間性開発ブームがおこる中、「自己啓発セミナー」とよば
れるものが多く開発され、実際におこなわれてきました。この活動もこれまでと
同じように、グループで集まってインタラクティブな話し合いを中心にした自己
開示が主なものでした。「今、ここ」に自分がいるんだという感覚を取り戻すこ
とを目標にした活動が、数多くおこなわれてきたのです。

現在は、ビジネスとしての「自己啓発セミナー」はいろいろな形に変わり、セミ
ナーやグループワークとして受け継がれています。いわゆるビジネス的なワーク
ショップと正統的なワークショップは、グループの中で自己開示をし、人と人と
のやりとり、本音で話しあう、これらの点でルーツや方法論がまったく同じなの
です。ですから、ビジネス的なワークショップと正統的なワークショップは、区
別がつきにくくなっているというのが現状です。

■ホームワーク

何か問題を取り上げて、それを解決するようなワークショップを企画してみま
しょう。ワークショップの構造（つかみ・本体・まとめ）にしたがって、各段階
でどのような問いかけをして、どのような活動をするのかを提案してください。
次の５点を明示した上で、提出してください。(1) 解決したい問題、(2) ワーク
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ショプの名前、(3) つかみ（問いかけと具体的な活動）、(4) 本体（問いかけと具
体的な活動）、(5) まとめ（問いかけと具体的な活動）

■⽂文献紹介

堀公俊・加藤彰『ワークショップデザイン』⽇日本経済新聞社,  2008

ワークショップを設計するための基本がよくわかる。プロ
グラムの基本形（例：問題解決型のプログラム：問題を共
有する。原因を探索する。解決案を立案する。意思を決定
する）、プログラムはアクティビティで決まる（例：場を
暖めるアクティビティ、資源を引き出すアクティビティ、
話し合うアクティビティ、作りあげるアクティビティ、分
かち合うアクティビティ）、テーマは質問文にする（例：
良いチームについて→良いチームとは何か、ビジョンづく

り→我々のビジョンは何か）、アイスブレーク（例：呼ばれたい名前、最近気に
なるニュース）、フリップスピーチ、終わりにチェックアウトしてもらう、な
ど。

中野⺠民夫『ワークショップ』岩波書店,  2001

ワークショップのプログラムデザインのエッセンスが凝縮
されている。ワークと講話（午前）、内省と沈黙（昼下
がり）、小グループでの話し合い（夕方）、全体で和気あ
いあいの時間（夜）というようなデザイン。単にワークを
して、それをシェアをして、それを繰り返せばいいという
ものではない。方向付けをつかむこと、一人で考えるこ
と、グループで話しあうこと（正確には、自分を表現する
ことと他人に耳を傾けること）、楽しい時間を共有する
こと（「自分は一人ではない」ことを確信すること）こ
うした活動が、コントラストをなし、相乗作用を生んでこ

そ、すばらしいワークショップはできる。
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7. 　ワールドカフェ

7.0 　プロローグ
――アイダさん、こんにちは。

はい、こんにちは。
――いよいよ最終回ですね。

長かったような、短かったような。
――最初は「教えない技術」がどういうことなのか見当がつきませんでした。で

も、今はなんとなくわかってきました。
どういうことかな？

――現代は、誰が教える人、誰が学ぶ人、というように役割が決められているわ
けではないということです。

ふむ。
――誰もが教え、誰もが学ぶということです。さらにいえば、教えるということ

自体が自分の学びになっているということです。
そうすると、それは「教える」という名前で呼ぶべきものではないと。

――そうです。外からは「教えている」というように見えるかもしれません。で
も、実際は、そこに至るまでに、自分で再学習して、伝え方を検討して、相
手の反応を見ながら調整しつつ伝えているのです。その過程で、実は自分自
身が学んでいるんです。

では、どう呼べばいいのかな？
――うまく表現できませんが、それは、相手とともに何かを作り出しているプロ

セスなのです。
なるほど。それが最初に問題提起した「インストラクショナルデザインを拡張する」と
いうことへの回答になるね。

――そういうことだったのですね。
「教えること・学ぶこと」をもうひとつ別の見方で見るということだ。

――そうすることで、「教える技術」を拡張することができるのですね。
それを「教えない技術」と呼びたいんだけどね。

――わかりにくいですよ！
まあ、わかりにくいということにも価値がある。

――アイダさん……
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7.1 　IDを拡張する

実践教授設計論は、インストラクショナルデザイン(ID)という考え方を拡張する
形で講義が進行してきました。ここまでの復習を兼ねて、古典的なインストラク
ショナルデザイン(ID)の特徴をから振り返りましょう。

古典的なIDの特徴

古典的なIDには、３つの特徴がありました。１つ目の特徴は、ゴールベースとい
うことです。ゴールとは目標です。ゴールという最終的に、こうなりたいという
目標を設定します。そこから遡って、これを行ってこれを行ってこれをやらなけ
ればならないという具合に、ゴールを設定してそこから組み立てていく考え方で
す。

２つ目の特徴は、システマティック・アプローチというものです。これは、教え
る人に依存しないということになります。すなわち誰が行っても、この教材を使
用してこのプログラムの通りに実践すれば、ほぼ合格点の教え方ができるという
ものです。その結果として、学ぶ側も当初に設定したゴールに近い形で学習が起
こることを想定しています。誰が行ってもできる方法なので、システマティッ
ク・アプローチといいます。それぞれの得意不得意に余り影響されないように、
教材をきちんと決めて、プログラムをきちんと決めて、その通りに進めていきま
す。細かなところで改善点が生じてくると考えますが、それぞれのステップにつ
いては、それぞれのステップを改善していく方法を取ります。

３つ目の特徴は、学習に関する３つの心理学の折哀ということです。３つの心理
学とは、行動分析学、認知心理学、状況的学習論のことです。運動スキルを身に
つけたい場合には、行動分析学の考え方が非常に役に立ちます。認知的スキルす
なわち記憶、思考、問題解決を身につけたい場合には、認知心理学の考え方が役
に立ちます。態度スキルすなわち態度をどのように変えていくかを身につけたい
場合には、状況的学習論の考え方が役に立ちます。それぞれ３つの心理学は、時
代背景も異なりますが、３つの心理学の良いところや使える部分を使っていこう
というのが、３つの心理学の折哀の考え方です。

これらの３つゴールベース、システマティック・アプローチ、学習に関する３つ
の心理学の折哀が古典的なIDの特徴です。

古典的なIDを拡張する
次に、この古典的なIDを拡張しようということで実践教授設計論の講義がス
タートしました。

最初に、成人教育学（アンドラゴジー）を導入しました。ある程度大人になった
人は、自己決定的すなわち自分で何を学んで行くべきかを決めていこうとする志
向性があります。そして、目標追求をします。これをやらなければいけないか
ら、しかたなくやっているということではなく、私はこれをやりたいからこれを
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学ぶのだ、という目標追求が必ず背景にあります。このように人は自己決定する
成人の特徴に対応して、教え方を変えていかなければならないと考えるのが成人
教育学（アンドラゴジー）の考え方です。

次に、Kolbの経験学習理論を導入しました。人が学ぶ時は、常に具体的なもの
と抽象的なもの（すなわち考え方やアイデア）とを行ったり来たりしながら学ん
でいきます。日常的な経験のなかから、色々なことを学び、それが何であるかを
考えて、もう一度日常に戻って試していきながら、学ぶのです。それから、内
的・外的な要因があります。これは環境の中に自分がいる場合と、自分の心のな
かで色々なことを考えることを行き来するものです。このようにある１つのとこ
ろで学ぶのではなくて、色々なモードのなかで学んでいくことが、Kolbの経験学
習理論の示唆することです。

３つ目として、ファシリテーションを導入しました。これは、私は教える人、あ
なたは学ぶ人という立場を明確に決めるものではありません。特に、あなたが
元々もっている能力を引き出したいという相手がいるときに、人はよく学ぶとい
うことが知られています。それは、ファシリテーターとファシリテーションを受
ける人というように立場が一定している場合もあります。また、あるときには私
があなたのファシリテーター的な役割をしますが、また別のときにはあなたが私
のファシリテーター的な役割をするといった形で、相互に新しい見方を学んでい
くということもあります。そして、多くは対話によって行われます。すなわち
ファシリテ―ションは、人が対話によって相互に新しい見方を学ぶものです。

最後に、前回の講義で学んだワークショップを導入しました。ワークショップで
は、参加と体験によって全人格的に学ぶことが、非常に強い体験となって自分の
身体のなかに染み込んで行きます。つまり講習会や教室で学ぶものとは、異なり
ます。ただ人の話しを聞き、ノートを取ることで学ぶ場合もありますが、それは
すぐに忘れられてしまうことが多く、身についたとはいえないことがあります。
しかし、ワークショップのような形式で他の人達と一緒に参加して、他の人達と
一緒に体験する方法では、自分が全体として参加しているのだという体験をする
ことから、そこでの学びは経験として非常に強く残ります。これらを、全人格的
な学びと呼ぶことにします。ワークショップのような学び方は、古典的なIDの次
にくるIDのデザインの方法と考えらえます。

このように古典的なIDは、成人教育学、経験学習論、ファシリテーション、ワー
クショップといった導入の過程を経て拡張することができます。

まとめると、モダンで古典的なIDからポストモダンにIDを拡張してきました。
古典的なIDは、モダンな世界の話だったということができます。現在は、その次
の時代ポストモダンな時代といえます。すなわち、IDの考え方を拡張する必要が
あります。それは、パラダイムの転換ということができます。簡単に表現します
と、見方を180度変えるすなわち全く逆の方向から見ることになります。
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モダンからポストモダンへ
180度見方を変えるということは、具体的にいうと次のようなモダンとポストモ
ダンな考え方の対比があります。

原因論論 　対 　⽬目的論論

１つ目は、モダンな考え方でいうところの原因論とポストモダンな考え方でいう
ところの目的論の対比があります。

原因論的な考え方は、学習には動機があるということです。そして、ニーズが先
行します。ニーズとは、たとえば、Excelを操作できないと会社に入った時に困
ります。Excelを学ばなければ社会に出た時に困るというニーズが、「Excelを学
びましょう」という形での学習プログラムになります。これらが、原因論的な考
え方です。

目的論的な考え方は、学習にはそもそも目的があるので「これをやりいたいから
やる」といった、今学びたい内容があるから学ぶということになります。とくに
ニーズがあると感じられるわけではなくて、「このことを学びたい」という欲求
というか目的があって、そのために学びます。すなわち、目指す方向が先行して
います。これを学ばないと後で困るので、といったニーズではなくて、まず「こ
のことをやりたい」ということが先行しています。これらが、目的論的な考え方
です。このような考え方が、ポストモダンの世界では強くなっています。何かを
学ばなければ困るから学ぶのではなくて、私はこれを学びたいから学ぶのだとい
う考え方になります。これらが、原因論と目的論の対比になります。
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要素論論 　対 　全体論論

２つ目は、モダンな考え方でいうところの要素論とポストモダンな考え方でいう
ところの全体論の対比があります。

要素論的な考え方は、スキルや知識は個別に学習できるというものです。した
がって、単元や学習ユニットという考え方ができます。例えば、二桁の足し算で
あれば足し算だけを単独で身につけることができます。すべての学校の教科は、
このような考え方のもとに組み立てられています。Ａを行ったら、次にＢを、そ
してＣを行っていきます。このように積み重ねていきますと最終的にあなたは、
「こういうことができるようになります」といった形のものです。これはまさ
に、IDの考え方と合致しています。

もう一つは、大げさな表現になりますが「私」の承認なしに学習ができることで
す。とくに学校では、「これを学んでもらってもよいですか」ということは聞き
ません。学ぶ時に承認は特には必要なく、これを学びますと提示した時に学習者
はそれをきちんと学ぶことができるという前提条件があり、その点を誰も疑いま
せん。特に「これを学んでもらってもよいですか」と、学習者の了承を取る必要
はありません。これは、教育者側が提示した材料について、学習者側が学ぶこと
は当然のこととしてお互いに承諾されていると言うことです。すなわち、「私」
の承認なしに学習できるという要素論の考え方になります。

しかしながらポストモダンの全体論では、まずスキルや知識が提示されていたと
しても、それは必ず本人によって意味づけされます。その本人にとって、これは
面白い、これは役に立つ、これは私には関係がないものであるといったことで
す。何か学ぶものがあったとしても、それが「ポン」と頭のなかに入る人はいな
いはずです。

実際の世界では、自分に無関係なものは絶対に学ぼうとしませんが、自分に関係
のあるものは学びます。つまり私によって意味づけされていると考えられます。
すべての教材や授業の内容は、必ず意味づけされることによって学ばれます。そ
してその結果として、必ず「私」の承認なしには学習できません。「私」には関
係ないものに対しては、何ら学習意欲が湧きません。その結果として、学習は行
われません。常に「私」という主体性のあるフィルターを通して、「これは学ぼ
う」「これは学ばない」「これは関係がある」「これは関係がない」ということ
を認知しながら学習しています。これらが、ポストモダンの全体論の考え方にな
ります。

精神内界論論 　対 　対⼈人関係論論

３つ目は、モダンな考え方でいうところの精神内界論とポストモダンな考え方で
いうところの対人関係論の対比があります。

精神内界論的な考え方は、心の内ですべて解決できるというものです。したがっ
て、学習についても個人の内で生じると考えます。それは、教材が与えられて自
分で読んで解釈して学んだと、自分の内で考えることです。すなわち個人で完結
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するという考え方で、学習は個人内で生じるというものが精神内界論の考え方で
す。

この考え方と対比するものが、ポストモダンの対人関係論です。対人関係論は、
学習は対人関係の中で生じると考えます。たとえ１人で学んだとしても、個人内
で完結するものではありません。学んだ内容を友達に話して、その反応が友達か
ら返ってくることで、またそれについて考えて再び話すのです。つまり、対人関
係の中で交わされた内容によって初めて学びが生じるということが強調されま
す。学習というものは、最終的に対人関係の中でしか生じないものであるという
のが対人関係論の考え方です。

よく考えると、友達と語り合う中で、さまざまなアイデアが浮かぶことがありま
す。また、たとえ１人で書いた文章であっても、それを読んでくれた人からの
フィードバックがあることによって、私達はさらに学習します。もちろん文章を
書いた時点で多少の学びもありますが、文章を書くということは必ず誰かに読ん
でもらうことが前提になっています。自分だけが読めば済むものはメモで構わな
いわけです。すなわち文章にする必要はなく走り書きでよいことになります。し
かし、文章にするということは必ず誰かに読んでもらうことが前提になっていま
す。文章を書いた私は、読み手からの書いた文章に生じた反応を私にフィード
バックしてもらい、私はその次にそれについて深く考え直すことを見通して書い
ているということになります。フィードバックという見返りがなければ、わざわ
ざ面倒な文章を書くことはありません。すなわち、面倒な文章を書くということ
は、フィードバックを期待してそれについて深く考え直すことを見通して行われ
ている行為と考えられます。学習は、必ず何らかの対人関係で生じます。Face-
to-faceで向き合っていなくても、たとえば文章のやり取り、メールの交換、BBS
の中で議論を行うといったような対人関係の中で学習は生じるという考え方が対
人関係論です。

客観主義 　対 　認知論論

最後の４つ目は、モダンな考え方でいうところの客観主義とポストモダンな考え
方でいうところの認知論の対比があります。

客観主義の考え方は、学習は成果として残り客観的に測定可能であるということ
です。すなわち、テストを行えば学習者が何を学んだかを測れるというもので
す。しかも、誤差や主観的なブレなく客観的に測定できると考えています。テス
トを行って学習者の能力を測ろうとすることは、この客観主義の考え方に基づい
ています。

一方、ポストモダンの認知論の考え方は、学習成果はその人の認知により意味づ
けされて、その人の身につくと考えています。すなわち、その人の認知によって
意味づけされるので、学習成果を客観的に測定することはできないと考えていま
す。もちろん測定できる部分もあるかもしれませんが、それはテストを作った人
が正解と考える世界で測定できるものでしかありません。
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たとえば、教育者側が「Ａです」と主張したものは、学習者側では「Ａ́」とし
て変形されたかたちで学習されています。教育者側が「Ａです」と主張したもの
が、そのまま学習者側に「Ａです」と学習されることはありません。学習者側の
個性的なフィルターを通して、その個人による意味づけがされて、理解されてい
ると考えます。教育者側が「Ａです」と主張したものは、学習者側が理解した時
点で変化していると考えられます。「Ａです」と主張した教育者がテストを行っ
た場合は、その教育者が正解とした世界のみが測定されます。学習者により変化
して認知され理解された部分は、教育者側が「Ａです」と主張したものとまった
く変わっていることも考えられるわけです。

学習は、その人の認知により意味づけされ変化するものであるということが自然
であると考えるのが、ポストモダンの認知論の考え方です。したがって、それぞ
れの人の認知によって意味づけされ変化することを見越して、何を教えるかを設
計することが必要になってくると考えます。

以上が、モダンの世界のインストラクショナルデザインとポストモダンな世界の
インストラクショナルデザインの特徴と対比のまとめとなります。
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7.2 　ワールドカフェ

ブラウンとアイザックス（2007）は、著書『ワールド・カフェ』の中で次のよう
に述べています。

職場やコミュニティ、家庭においては、大切な質問についての会話を通じてのみ、思
いやりのあるコミュニティや、協働学習、全力を投じた行動を進化させる能力が発揮
されるのだということが私の強い信念でした。……私たちの未来についての物語やイ
メージは、会話を通して浮かび上がってくるのです。

これを身近に表現すると、よいアイデアは、カフェにいるような、くつろいだ雰
囲気の中で会話をしているときに生まれる、ということです。私たちは、学校の
教室で勉強をしたり、あるいは、会社の会議室でミーティングをします。しかし
ながら、教室や会議室のような形式的な場では、なかなかよいアイデアが出てこ
ないことを、私たちは今までの経験からよく知っています。

よいアイデアはどこで生まれるかというと、廊下で立ち話しをしているときや、
喫茶店でたわいない話しをしているときに、「あっ、それいいね」とアイデアが
浮かんだりするものです。このように、よいアイデアは、くつろぎの雰囲気の中
の会話から生まれます。このことに私たちは気が付いたのです。ならば、それを
取り入れましょう、というのがワールドカフェの考えかたです。

⼤大切切な会話をホストするための原理理
ワールドカフェは、ホストとゲストから構成されます。規模としては、少人数の
ものから数百人規模の大きなものまであります。そのような設定の中で意味のあ
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る会話をしていきましょう、というのです。実際には、以下の7つの原理に基づ
いて、話し合いの場をデザインします。大切な会話をホストするための原理を紹
介しましょう。

•コンテクストを設定する
•もてなしの空間を創造する
•大切な質問を探求する
•全員の貢献を促す
•多様な視点をつなげる
•洞察に耳を澄ます
•集合的な発見を共有する

1つ目は、コンテクストを設定します。どのような状況でこのワールドカフェを
開くのか、ということを設定します。2つ目は、全体としてもてなしの空間を創
造します。飲み物やお菓子を用意して、カフェのようなもてなしの空間をつくる
のです。3つ目は、大切な質問を探求します。全体としてこういう質問をみんな
で考えていきましょうと共有するのです。

4つ目は、全員の貢献を促します。大切な質問に対してなんらかの貢献をしてい
こうと共通の認識を持つようにします。5つ目は、多様な視点をつなげます。参
加者のそれぞれ違った立場の多様な視点をつなげてみることが大事です。6つ目
は、洞察に耳を澄まします。会話を中心に展開していくので、相手の言っている
ことはどういうことなのか耳を傾けます。

7つ目は、集合的な発見を共有します。ワールドカフェは、大人数でやる場合が
多いので、誰が何を発見したかではなく、みんなで大切な質問に対してどのよう
な答えがあり得るのか、ということを共有することが大事です。このように、み
んなで解決していこうとする空間をつくります。これらが7つの原理をつかった
ワールドカフェのやりかたです。

カフェのエチケット
ホストやゲストは、ワールドカフェの会場でどのようにふるまえばよいか案内し
ましょう。ワールドカフェのエチケットとして次の5つが挙げられます。

•遊んでください！ いたずらがきをしてください！ 絵を描いてください
•あなたの考えと経験に基づいて貢献しましょう
•理解するためによく聴きましょう
•アイデアをつなげましょう
•パターンや洞察、深い質問にともに耳を澄ませましょう

遊んでください！  いたずらがきをしてください！  絵を描いてください

ワールドカフェは、別に教室でも会議室でもないので遊んでよいのです。カフェ
のテーブルには大きな紙が用意されているので、そこにいたずら書きをしたり、
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絵を描いたりするのです。心地よいリラックスした雰囲気の中、話しをしたり手
を動かしたり、参加者はそのような行為をすることで、よいアイデアが浮かんで
きたりするのです。

あなたの考えと経験に基づいて貢献しましょう

掲げられた問題は、どこかに正解があるという問題ではないのです。おそらく正
解はないかもしれません。いろいろと試行錯誤しながら解決していく問題である
ことが多いので、自分の考えと経験に基づいて貢献しようとすればよいのです。
それが正解ではないかもしれませんが、それを出すことによって全体のアイデア
を構成するために貢献できているのです。

理理解するためによく聴きましょう

洞察を得るために、会話をよく聴きましょう。相手は一体、今どういうことが言
いたいのか、ということをよく聴いてください。それが分かったら、あなたの考
えと経験に基づいて自分なりの貢献をしてください。たとえば、アイデアを拡張
するとか、あるいは、反論する、根拠を見つける、具体例を出す、いろいろな貢
献のしかたがあります。

アイデアをつなげましょう

ワールドカフェで会話を重視するのは、アイデアをつなげるためです。相手が
言ったことに対して、プラスアルファをして返してみましょう。相手はそれにさ
らにプラスアルファをして何かを返します。このようなやり取りをすることでよ
いアイデアが生まれます。ワールドカフェが会話を重視する意味は、このような
ところにあります。

パターンや洞洞察、深い質問にともに⽿耳を澄ませましょう

ホストとゲストは、みんなで大切な質問に集中しながら、対話することを楽しみ
ましょう。その対話の中にある新しいパターンを探したり、相手の洞察や深い質
問にいっしょになって耳を傾けます。このような行為をしながら、大切な質問に
対する答えをみんなで探していこうとすればよいのです。

ワールドカフェの実践例例
実際のワールドカフェの様子を見てみましょう。テーブルに着いて数人が会話を
しています。くつろぎのある雰囲気の中、ポスターが貼ってある前に1人のホス
トがいます。ホストはある問題を提示し、ゲストの人たちとポスターを見ながら
談話をしています。テーブルの中央には大きな用紙が置いてあり、よいアイデア
が生まれたらそこに書き留めたり、絵を描いたりしながら進めています。このよ
うに書きながら会話を進めていくと、思いもよらぬよいアイデアが浮かび上がっ
てくるのです。
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■ホームワーク

「これからの教育（学校、企業、あるいは社会の）をどうしたらよいか」という
ことについて、自分の主張をまとめてください。

■⽂文献紹介

ブラウン、アイザックス『ワールド・カフェ』ヒューマンバリュー,  
2007

ワールドカフェの考え方と方法について詳しく書いた本。
「結果を管理するのではなく、手段を管理すべきだという
ことです。手段とは製造過程にある結果なのです」「全体
性とは、多くの異なる角度からシステムを見ることができ
て、はじめて出現するのです」
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