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ワークショップ実践家のデザインにおける熟達過程
デザインの方法における変容の契機に着目して†
森 玲奈*
東京大学大学院学際情報学府*

本研究の目的は，ワークショップ実践家のデザインの方法が変容した契機に着眼し，実践家
がデザインにおいて熟達する過程を明らかにすることである．本研究では，経験年数 5 年以上
のワークショップ実践家 19 名に対し，半構造化インタビューを行った．分析の結果，実践家
におけるデザインの方法の変容の契機は，
（1）対象者の違いに応じたデザインの必要への気づ
き，
（2）自己の立場の変化に応じたデザインの必要への気づき，
（3）他者との協働デザインの
中での気づき，
（4）継続の必要性，
（5）実践の内省による気づき，の 5 つに類型化することが
できた．さらに，ワークショップ実践家がデザインにおいて熟達化する過程では，
（1）実践家
としての原点，
（2）葛藤状況とブレイクスルー，
（3）他者との関係構築への積極性，
（4）個人
レベルの実践論の構築，という 4 つの要素が関わり合っていることがわかった．
キーワード：ワークショップ，熟達化，デザイン，変容の契機

1. 問題の所在と研究の目的
ワークショップは，新しい学びの手法として注目さ
れているが（中野 2001）その反面，人材の不足や力量・
ノウハウの不足が指摘されている（新藤 2004）
．
実践家の育成は現場で徒弟的に行われる場合も多い
が，昨今，短期養成のための研修・講座なども多く行
われるようになってきた．だが，実践家育成に向けた
研究（e.g. 上田ほか 2006）は少なく，育成の方法は
確立しているとは言い難い（上田・森 2005）
．
新藤（2004）は，ワークショップの研究が進められ
てこなかった理由として（1）これまでの社会教育で論
じられてきた主体とは異なり，NPOや企業など，民間
の集団によって行われることが多いこと，
（2）現象が
多様化しており，従来の教育・学習の枠組みで論じる
ことが困難であること，を指摘している．
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実践家の育成に関しては，プログラムの組み方の公
式化・理論化が課題であるとの主張がある
（ペク 2005）
．
森
（2008）
はプログラムをデザインする部分に着目し，
ベテランのデザイン過程における思考の特徴を初心者
との比較によって明らかにしたが，実践家のデザイン
における熟達の過程の解明については行っていない．
一方，ワークショップ実践家以外の専門職育成や企
業人材育成の知見を見てみると，職業経験の中での学
びを捉えた研究が多く存在することがわかる．
例えば教師に関して，坂本（2007）は，
「適応的熟達
者」としての教師像を提示し，長期的な変容への視座
を持つことが重要であるとの指摘を行っている．教師
研究では，発達の5段階モデル（BERLINER 1986；1988）
，
個別の事例研究（木原 2004；吉崎 1998）
，ライフヒ
ストリー研究（山住・氏原 1999）
，専門性向上の転機
となった経験の調査（岸野・無藤 2006）など，成長す
る教師を捉えた多くの知見がある．これらは育成や支
援の方法を検討する上での重要な礎であろう．
看護師やソーシャルワーカーといった対人ケアの専
門職においても，育成方法が熟達化研究の知見に基づ
くことは多い（e.g. BENNER 2001；保正ほか 2006）
．
一方，経営学では，MCCALL et al.（1988）が職場で
の経験学習に着眼し，個人がどのような仕事を経験し，
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そこからどのような教訓を得てキャリアを発達させて
いくかを調査している．金井（2002）は日本国内で調
査を行い，キャリア発達の契機となった経験を「一皮
むけた経験」と定義し，経験内容の類型化を行ってい
る．さらに，金井はキャリア発達の契機となる経験が
豊富である職場とそうでない職場があること指摘し，
こういった知見が職場での学びをより促進する企業の
在り方を検討する基礎研究となると述べている．
ワークショップ実践家の育成を考える上でも，実践
家の長期的な熟達過程を捉えることは重要な課題だと
考えられる．そこで本研究では，ワークショップ実践
家のデザインの方法が変容した契機に着眼し，実践家
がデザインにおいて熟達する過程を明らかにすること
を目的とする．これにより今後，実践家を育成するに
あたって有用な知見の提出をしたい．

2. 方法
2.1. 調査概要
学習を目的としたワークショップの実践家19名（実
践歴5年目以上）に対し半構造化インタビューを行った．
回顧インタビューという方法に関しては，データの
信頼性に問題があるとの指摘もある（e.g. ERICSSON and
SIMON 1993）
．しかし，最近ではナラティブを有用なデ
ータと認め利用することの意義が議論されており，
「本
人の語る言葉」は認知や熟達過程を知るための有益な
情報であるとの主張がなされている（中島 2006；諏訪
2005）
．長期に渡る熟達過程をとらえるには，現場観察
などの手法では時間がかかりすぎることを考えると，
回顧的インタビューは有効かつ現実的な手法であると
思われる．よって本研究ではインタビュー法を用いた．
調査時期は2007年12月〜2008年2月で，
1人あたりの
面接時間は100分程度であった．面接実施場所は各調査
協力者（以下，協力者）との合意によって決定した．
面接過程はICレコーダーに録音した．調査の実施にあ
たり，各協力者には研究の趣旨，面接過程を録音する
こと，得られたデータは研究のためだけに使用し，個
人が特定されないようにデータを加工することを説明
し，了解を得た．協力者の実践歴の年数は，スタッフ
として実践に関与した時点を起点として測った．なお，
実践を数年に渡り休止していた場合は，その期間を除
外して実践歴を考えることとした．
新藤（2004）が指摘するように，ワークショップに
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はテーマや実践家の所属等が一様ではないという特徴
がある．ワークショップ実践家育成を考えるためには
この特徴を意識した調査が必要であろう．そこで，協
力者の選定に関しては，実践歴，扱っているテーマ，
所属等が偏らないよう配慮した．具体的には，協力者
が扱っているテーマは，美術教育，造形教育，表現と
コミュニケーション，まちづくり，商品企画のための
発想力向上など，多岐に渡っている．また，現在の所
属及び職業も，NPO代表，美術館学芸員，大学教員，
アーティスト，企業経営者など，多様である．
2.2.

インタビューの流れ

まず，協力者に自身のワークショップ実践家として
の実践歴をふりかえりながら年表を作成してもらった．
年表作成時間は最大20分とした．年表を作成するとい
う方法は，現代芸術家の熟達過程を扱った研究（横地・
岡田 2007）
での実施概要を参考に取り入れたものであ
る．年表作成に関しては，本人が終了を宣言した場合，
その時点を作業終了とみなした．年表作成後，記入事
項に関し，説明を求めた．その際，研究実施者は協力
者に実践歴の起点及び初めてデザインを行った実践を
確認し，その他，印象的な出来事等，適宜質問した．
次に，60〜80分で以下の6項目を質問した．
（1）デ
ザインの方法が変容したと感じた時期，
（2）
（1）の具
体的な変容の様子，
（3）
（1）の契機，
（4）実践に対す
る考え方が変容したと感じた時期，
（5）
（4）の具体的
な変容の様子，
（6）
（4）の契機．
森（2008）は，ベテラン実践家のデザイン過程には
その背景に実践家オリジナルの考え方，価値観がある
ことを確認している．そこで本研究では，デザインの
方法の変容と関係が深いと考えられる，実践に対する
考え方の変容についての質問も併せて行うこととした．

3. 結果
3.1. インタビューの実施結果
調査対象とした19名のうち録音不許可等のデータ欠
損のあった2名を除く17名を分析対象者とした（表１）
．
分析対象者の発話データに関し，
（1）デザインの方
法の変容の契機に関する分析，
（2）デザインの方法に
おける熟達過程に関する分析を行った．
3.2. 分析 1：デザインの方法の変容の契機
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た型のまま実施するのが精一杯だった．
ところが3年目になると，O町以外の周辺地域の社会
教育施設などから，演劇づくりだけではなく，今まで
経験したことのない様々な依頼が舞い込んでくるよう
になった．これに対し，今までと同じ型で実践するこ
とはできないと考えた協力者7は，参加する人はどのよ
うな人たちで，どのような気持ちで参加しているのか
を想像し，プログラムを考えるという方法をとった．

表１ 分析対象者一覧
協力者
協力者1
協力者2
協力者3
協力者4
協力者5
協力者6
協力者7
協力者8
協力者9

性別
男
男
女
女
男
女
男
女
女

実践歴
5年目
6年目
6年目
6年目
6年目
7年目
7年目
9年目
10年目

協力者
協力者10
協力者11
協力者12
協力者13
協力者14
協力者15
協力者16
協力者17

性別
男
女
男
男
女
男
男
女

実践歴
10年目
11年目
13年目
15年目
22年目
25年目
25年目
28年目

分析方法
ワークショップ実践家がデザインの方法の変容の契
機として指摘した経験に関し，その内容を類型化した．
結果
図１は，分析対象者の実践歴においてデザインの方
法の変容があった時点を示したものである．図中の棒
グラフが表すのは，分析対象者それぞれの実践歴であ
る．さらに，その棒グラフを分割する縦二重線は，変
容があった時期を示す．分析対象者から指摘された変
容の時期は計40ケース（1人平均2.35ケース）であった．
変容の契機となった経験は以下の5つに類型化され
た（表２）
．なお表２には，分類した5つの契機のパタ
ンに対し，それぞれの該当ケースの実践歴における出
現時期を調べ，参考に算出した中央値も併記した．
（1）対象者の違いに応じたデザインの必要への気づき
今まで対象としてこなかった人が参加者であったこ
とが契機となった事例である．協力者7の3年目，協力
者11の4年目など，40ケース中10ケースが確認された．
事例1-1
協力者7はNPOのメンバーとして北海道のO町に長
期滞在し，演劇づくりに関するワークショップを行っ
ていた．協力者7は初めの頃，NPOの先輩から教わっ

協力者1
協力者2
協力者3
協力者4
協力者5
協力者6
協力者7
協力者8
協力者9
協力者10
協力者11
協力者12
協力者13
協力者14
協力者15
協力者16
協力者17

実践歴
5年
6年
6年
6年
6年
7年
7年
9年
10年
10年
11年
13年
15年
22年
25年
25年
28年

変容回数
2回
3回
3回
2回
1回
2回
1回
4回
3回
2回
3回
1回
3回
2回
4回
2回
2回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

母親，若い母親とかも，一体全体，何を求めてこの
講座に来ているんだろう．子供がまだ小さいけれど
も，私も母親としてリフレッシュ，女として，自分
としてリフレッシュしたいだとか，子育ての悩みを
共有できる仲間が欲しいだとか，そういう，
ワーク
ショップの周りにある背景を，こう，わかった，と
いうか，気づいたというか，だからそれに従って中
身も変わっていきますし，語りかけ方も，
90分なり
120分の最後の着地点っていうのも変わってきた．
（協力者7）
さらに，協力者7は様々な参加者の持つ背景について
理解するため，本を読む，保育や教育の専門家に話を
聞くなど，自発的に知識獲得を行っていったという．
事例1-2
協力者11はワークショップを行う場を自身で立ち上
げ，長期間実践していた．その活動を続ける中で，実
践歴4年目の折，私立の小学校から実践の依頼が来た．
3回連続の講座の第2回目を担当するということだった
ので，別の講師が行う第1回目を見学に行ったところ，
そこでの参加者の様子が，いつも実践を行っている対
象とは異なっていることに気がついた．そして，どこ

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (年目)

図１ デザインの仕方における変容の契機
Vol. XX, XXXX.(2004)
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表２ デザインの仕方における変容の契機の類型
変容の契機
内容
対象者の違いに応じた
今まで対象としてこなかった人が参加者であったことが
デザインの必要への気づき 契機となった事例
自己の立場の変化に応じた 今までと異なった組織の一員となるなど，実践を行う際
デザインの必要への気づき の立場が変化したことが契機となった事例
他者との協働デザインの
文化的背景の異なる他者と協働でデザインしたことが契
機となった事例
中での気づき
継続の必要性
実践の内省による気づき

継続的な実践を可能にするため，人材育成や場づくりを
行うことを志向し始めたことが契機となった事例
自身の実践を内省し，自身の理想とする実践のイメージ
に近づけようとしたことが契機となった事例

が自分の慣れている実践と異なるのか，観察記録をも
とに分析し，それに対応したデザインをしたという．

最初の回の時に参加者を観察して，どんな人達なの
かなあ，と思って，少し違和感を感じて．
自分の今
までの経験と違うような，この違和感は何だろうと
思って．このままだとちゃんとできないなあ
，と思
って．で，考えていろいろ，まあ，単純だけど，
分
析してみたところ，ああ，この人たちは，自分が参
加したくているわけではない，っていうのと，あと，
学校っていう，自分の環境にいるっていうことが見
えてきて．その時，自分の環境じゃないところに来
る，美術館とか人の教室とか，という子どもの状態
と，自分の環境にいる時の状態というのは違うんだ
っていうのと，意志があって来ているのと意志もな
く来ている，授業の一貫だと思ってきている子の違
いってところで，その違いで出てくるネガティブな
面をどうやってなるべくポジティブに変えるかって
いう．それをやったのがここだった．
（協力者11）
（1）のまとめ
吉崎（1987）は授業についての教師の知識領域には
教材内容や教授方法についての知識の他に，生徒につ
いての知識という領域があることを指摘している．ワ
ークショップ実践家は教師とは異なり，固定の対象に
対して実践を繰り返すことは少ない．だが，ワークシ
ョップにおいても授業と同様，参加者についての情報
はデザインするための重要な要素である（森 2008）
．
従って，参加者に対する知識並びに情報収集は，デザ
インに不可欠なものだと考えられる．
事例1-1，事例1-2からもわかるように，実践家は経
験したことのない属性を持つ対象者向けにデザインを
行う際，参加者への調査・分析の必要に気がつき，意
識的にそれを行っている．これらの経験は，単にデザ
インできるワークショップのバリエーションが増えた
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該当ケース数

出現時期の中央値

10ケース

4年目

6ケース

5年目

11ケース

6年目

8ケース

6.5年目

5ケース

15年目

というだけでなく，ワークショップのデザイン自体へ
の理解を深めることにつながっていると考えられる．
（2）自己の立場の変化に応じたデザインの必要への気
づき
今までと異なった組織の一員となるなど，実践を行
う際の立場の変化が契機となった事例である．協力者3
の4年目，協力者9の5年目など，40ケース中6ケースが
確認された．
事例2-1
協力者3は，足掛け4年，複数のワークショップで積
極的に経験を積んできたが，自身が中心的に企画立案
する経験はなかった．しかし，4年目に子ども向けワー
クショップを行う施設に就職したことで，企画立案を
中心となって行わなければならない状況に直面する．

ここの一人でやっていた時期っていうのは，私が企
画を立てて，他の人は全部ボランティアさんだった
んですね．だから，
「これがやりたい」
，
「やってー」
，
だけじゃ，人は動かなくって．何のためにこういう
風にしましたっていう，
結構，詰める，何でそうい
うようなことをするのかって，いうのを人に説明で
きないと，デザインができないんだ，っていう風に．
なんかこう，人に，こういうのしたいって，やって
もらうって言うためにも，きちんと詰めていかない
と伝わらないないし，動いてもらえない
っていうの
が，この一人の時に痛感しました．
（協力者3）
協力者3は，以降，
「軸」や「ねらい」を意識し，実
践の活動やそこでの参加者への表現を検討するように
なった．実践歴6年目の現在では，この施設の企画チー
ムは5名に増えている．後進育成においても，この時の
気づきは生かされているという．
事例2-2
協力者9は大学在学時，障害を持つ子ども向けの実践
を行うOのワークショップを手伝っていた．当時につ
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いて協力者9は以下のように述べている．

特にO先生とのワークショップとかで，責任は自分
にはないから，全責任は，それは先生がやってるも
のだから，私にはこれを，
先生が，すごく俯瞰的な
目で見ていたから，だから，それ考える必要が全く
なくて，一人一人子どもの一人一人と，対すること
の悩みはすごくあった時期．
（中略）先生が主体でや
られていた時は，やっぱり先生の指示を聞いてだと
か，先生がこうやりたいからとかっていうことで．
O先生が，なんか，じゃあ，これをやろうぐらいの
感じで．あとは，中身を料理することに関してはこ
っちにまかせてくれていた感じだったりもしたんだ
けど，やっぱり大きな枠組みは先生が組み立ててい
るから，自分で何かできない．で，そこで，私はす
ごく欲求不満だったことが
，お母さんともっとしゃ
べりたい，っていう，のがすごく自分の中にあって．
（協力者9）
協力者9の大学卒業（実践歴5年目）を契機に，Oは
この実践から退いた．ここで，協力者9は自分が責任を
もって行うという意識が芽生えたとともに，今までで
きなかった参加者の親とのノート交換というコミュニ
ケーション活動に取り入れるようになったという．こ
れは，協力者9がスタッフをしながら感じた問題意識が
自身の立場の変化を契機とし，ワークショップのデザ
インに具体的な活動として反映されたものである．
（2）のまとめ
企業におけるマネージャーのキャリア形成研究では，
人事異動や最初の管理職経験に関する出来事が教訓と
なり「一皮むける」経験となりうることが報告されて
いる（谷口 2006）
．事例2-1，事例2-2を含め，ワーク
ショップ実践家における「立場の変化」の在り方は一
様ではないが，実践家における立場の変化は他の立場
にある者への気づきと配慮を促すことがわかった.
（3）他者との協働デザインの中での気づき
文化的背景の異なる他者と協働でデザインしたこと
が契機となった事例である．協力者6の7年目など，40
ケース中11ケースが確認された．
事例3-1
協力者6は大学院で博士課程まで進学し，教育学の立
場から美術教育に関する研究をしていたという背景を
持つ学芸員である．大学院時代から図工の授業等，多
くの授業観察を行った経験を持っている．美術館に教
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育普及担当として就職したことに対しても，
「自分は学
校教育学というところの出身だったし，その専門性を
ばしっと生かせるという意味でやりやすい，やりがい
のある仕事だ」と思ったと述べている．
協力者6がKと協働で展覧会と連動したワークショ
ップを始めたのは4年目のことである．この実践はシリ
ーズ化され現在も継続中である．Kは学芸員ではなく
劇団主催者であり，ワークショップ実践歴が非常に長
い．
このシリーズの第12回目で，協力者6は窮地に立たさ
れる．その回では，人間国宝Tの陶芸を題材にした展覧
会と連動するプログラムを考える必要があった．しか
しながら，協力者6には，その条件がネガティブなもの
にしか見えず，全くアイディアが浮かばなかったので
ある（実践歴7年目）
．だが，Kは同じ条件であるのに
も関わらず，
「ちょっと意地悪なものの見方」をするこ
とで，協力者6にとっては全く予想外で魅力的なアイデ
ィアを出してきた．その時，協力者6は，Kの視点から
大きな気づきを得ることとなる．

美術館の中で教育プログラム，ワークショップを考
えている自分の限界は，どうしても美術，美術館と
いう枠になんだかんだ言って縛
られている．私はそ
ういう「美術館」っていうのを，引っ掻き回したく
てこういうことやっているんだけれども，
やっぱり
自分は囚われている．なぜそれがわかったかという
と，どうやって考えても“焼き物を割る”っていう
発想には自分はいかないから．ありえないから．だ
けど，でも，やっぱり焼き物は割れ物なんですよ．
物理的に，ブツとして．そのことに，そのこと抜き
にして鑑賞したり，見たり，っていうことはありえ
ないんだけど，どうも自分は，こう，やっぱり素通
りして，作品っていう一つの抽象的なものとしてと
らえていた．でも，この人は違うんだなあって，K
さんとかは，
「これは割れる，割れる」とか思ってる
んだなっていうところが痛快，本当に痛快だったん
ですよ．だから，そうか，モノ，美術館にあるモノ
と対面するってそういうことだよねえって．そこか
ら始めなければ駄目だよねえって，すごく思ったね
え．楽になった．私にはできない発想かもしれない
けれども，で，これからもなんだかんだ言ってでき
ないかもしれないけれど，でも，こういうことなん
だよって，なんだか腑に落ちた．
（協力者6）
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協力者6は，Kの発言によって自身の現在持っている
固定観念に対し自覚的になることができた．さらに，
今後自分がどのようなワークショップをデザインして
いくかという指針や目標をつかんだと言える．
（3）のまとめ
他の事例でも他者との協働によって自身の固定観念
や慣習に気がついたというケースは多い．
教師研究においても，学年行事などで協働する活
動によって同僚に対する見方が変化するという報告
がある（木原 2004）
．同様の指摘として，社会心理
学研究において藤森・藤森（1992）は，対人葛藤の
もたらすプラスの面として(1)自分自身や他者、そし
てその関係性についての理解を深める効果，(2)相互
の新しい考えや優れた視点を発見する機会を提供す
る効果，(3)将来の対人葛藤を効果的に処理する調整
機能の発達を促進する効果，を挙げている．一方，
荒木（2007）は企業で働く個人のキャリア確立に関
する実証研究の中で，実践共同体への参加によって
深いリフレクションが引き起こされる可能性を示唆
している．
以上のことからも，ワークショップ実践家が他者と
協働でデザインすることは，自身のデザインの方法に
対する自覚を深める契機となりうると考えられる．
（4）継続の必要性
継続的な実践を可能にするため，人材育成や場づく
りを行うことを志向した始めたことが契機となった事
例である．協力者2の6年目，協力者17の7年目など，
40ケース中8ケースが確認された．
事例4-1
協力者2は大学での指導教員の薦めで，ワークショッ
プを行うNPOに通うようになる．始め，
「スタッフ」
というより「お客さん的な意識」でファシリテーター
を務めていたが，4年目頃から，企画立案を任せられる
ことも増え，自信がついたと同時に意識も変化した．

この頃からワークショップできる人を育てようって
気も同時に考え始めてですね，
（中略）4人でやって
たのが，1人（就職して）先生になっちゃって完全に
抜けちゃって．1人何となく残っていたんですけれど
も，先生になりたいって言ってて，いずれいなくな
るのが明らかだったので，今後続けて行くんだった
ら後進みたいなのが必要だな
と思って．いろんな人
を連れてきたりとか．なんかこのぐらいかな，だか
らそういう人たちに声をかけ始めたのが．
（協力者2）
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このような意識の変化はあったものの，協力者2はな
かなか思うようにその意識を自身のデザインの方法に
反映させることができなかった．だが，6年目になると
企画立案を後輩に任せ自分は一歩引いてサポート役に
回ることができ，実践は成功した．それ以降，協力者2
は安心して後輩に企画を任せられるようになった．
事例4-2
協力者17は美術館学芸員としての6年勤務した後，自
身の関心の変化に伴って独立し，チルドレンズミュー
ジアムの立ち上げに関わってきた．その中で，ワーク
ショップ実践を自身が行うのではなく，新しい施設で
働く職員がワークショップを自律的に実施・継続して
いけるような仕組みを考える必要がでてきた．

Sセンターの場合は，私が関与するかどうかっていう
のは，はっきりしていなくて，そこで働く人たちの
ためのワークショップのメニューのようなものをま
とめて作成するという，そういったことが必要だっ
たんです．なので，その
レシピのようなもの，をつ
くる．それがあった．その頃から，文字化するって
いうことをかなり意識して，準備ってどういうこと
なんだろうって考えるようになった．
（協力者17）
実践を継続して行っていくためにどのような伝え方
が必要かを考えていく中で，協力者17はタイムスケジ
ュールや準備の重要性に気がついたという．
（4）のまとめ
事例4-1，事例4-2において実践家が置かれている状
況は異なっているものの，いずれも実践を継続させて
いくことや人を育てる仕組みに対して意識を払ってい
ることがわかる．
ワークショップ実践では，看護師における新人指導
のためのプリセプターシップ（吉富・舟島 2007）や，
企業におけるメンター（久村 1997）のような制度の整
備はされていないものの，長期に渡る教師経験を持つ
協力者10を除くと実践歴6〜8年目において後進育成へ
の意識が現れ，それをデザインに反映させるようにな
ることが確認できた.
これと同時に，継続の必要性を感じたワークショッ
プ実践家は，人材育成以外に対する意識とそれに伴う
デザインの変更を行うことがあることが確認できた.事
例4-2において新しい施設の設立時に関する事例を取
り上げたが，この他の該当事例には，実践を継続して
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行うための建物を建設する事例（協力者16）や，空き
家を借りて運営する事例（協力者8）もあった.このよ
うに，ワークショップ実践家にとって実践の継続を意
識した場合，課題となってくるのは人材育成を考えた
デザインの在り方のみではなく，運営体制そのものに
波及することが多い.これはワークショップ実践が
NPOや企業など，民間の集団によって行われることが
多く（新藤 2004）
，しばしば特定の場を持たずに始ま
ることに起因する特有の現象だと考えられる.
（5）実践の内省による気づき
自身の実践を内省し，自身の理想とする実践のイメ
ージに近づけようとしたことが契機となった事例であ
る．協力者15の15年目及び16年目など，40ケース中5
ケースが確認された．
事例5-1
協力者15はアーティストであるが，ニューギニアで
数年間教鞭をとる，不動産関係の企業で働くなど，ワ
ークショップ実践と並行して様々な仕事をしている．
実践を始めた頃は，自分の伝えたいことや自分の方
法を伝えるという意識で実践していた．しかし，ニュ
ーギニアで民族学者や社会学者との出会いの中で，住
人の語りを引き出す，という研究手法に面白さを感じ
たという．また，様々な大型アートプロジェクトに従
事する中で，その場にいる人と一緒に「ある風景をつ
くっていく」というワークショップを，日本の文化に
なじむ形で実践したいと考えるようになった．これが
13年目のことである．
この考え方の変容が，デザインに反映されたのが，
15年目及び16年目のワークショップである．15年目に
は，地域の人と定期的（月2回ペースで1年間）にお茶
を飲みながら話をし，何をするか，というところから
参加者と一緒に考えていくという場をデザインした．
この実践からは，そこで立ち上がったアイディアを実
際に実施する集団が派生的に立ち上がり，自律的な活
動を始めた．協力者15が去った今でも，彼らの活動は
継続しているという．
また，16年目には，商店街全体を巻き込み，物々交
換をする実践をデザインした．そして，この時期を境
に，仕組みやツールを考案しそれを「デモンストレー
ションする」ということを通じ，
「ワークショップが発
生するためのワークショップ」をデザインし始めた．
（5）のまとめ
事例5-1以外にも，過去の経験への省察から自身の行
いたい実践の核となる部分を自分なりに理論化し，デ
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ザイン方法をモデル化する実践家の存在が確認できた．
森（2008）はワークショップ実践家のデザイン過程
にはその背景に経験から構築された「個人レベルの実
践論」があるのではないかという指摘を行っている．
SCHÖN（1983）は，建築や精神分析など複数の事例
検討から専門家は「行為の中の省察（Reflection in
Action）
」を行っていることを指摘している．また松尾
（2006）は，プロフェッショナルになる学習過程では
経験が重要であると述べた上で，｢経験から学習する能
力｣として「信念」という概念を提起している．
ワークショップ実践家のデザインにおける熟達過程
に関して特に興味深いこととして，考え方の変容がす
ぐにデザインの方法に反映されるわけではないという
ことが挙げられる．これらを総合的に考察した結果，
ワークショップ実践家は事例5-1のように，過去への省
察を通じて自身の仮説を練りながらそれを具体化する
方法を検討し実践をデザインしていることがわかった．
3.3. 分析 2：デザインの方法における熟達過程
分析方法
3.2.では，ワークショップ実践家がデザインの方法
を変化させた時，背景にどのような契機があったかを
明らかにすることができた．また，実践家が自身のデ
ザインの方法を変化させたとき，その前後では様々な
「気づき」が起きていたことが確認された．
だが，3.2.の分析結果のみでは，実践家のデザイン
における熟達過程に関し，その全体像を明らかにする
ことはできていない．3.2.で分析した変容の契機は，
その多くが偶然経験されたものであるため，この知見
のみでは，実践家育成に役立てることは難しいだろう．
そこで，実践家のデザインの方法における熟達過程
をさらに詳細に分析するため，今回取得した全ての発
話データを文字化し，それをデータに密着してまとめ
あげることにした．方法は，質的研究法のなかでも特
に手続きが体系化されていることから，グラウンデッ
ド・セオリー・アプローチ（以下，GTA）
（GLASER and
STRAUSS 1967）を参考にした．
GTAの中には幾つものバージョンがあるが，そのな
かでも修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ
（以下，修正版GTA）
（e.g. 木下 2003；2007）は面接
調査の分析に適しており，手続きが詳細で具体的であ
ることや，動的なプロセスの分析に用いられることが
多いことから，この方法を主軸として参照した．
修正版GTAは，データ分析とデータ収集を並行して
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行い，分析結果を新たに収集したデータで確認するこ
とにより独自の説明概念を生成するという特徴がある
（木下 2003）
．GTAがデータの切片化を行うのに対し，
修正版GTAではデータを切片化せず，分析を行う研究
者の問題意識に基づきデータに表現されたコンテキス
トを分析する立場をとっている点が大きく異なる点で
ある．具体的には，以下の手順で分析を行った．
（1）
「概念」の生成：オープン・コーディングによっ
て，同時並行的に複数の概念生成を行った．概念生成
には，分析ワークシート（木下 2007）を用いた．分析
ワークシートには，概念名，概念の定義，具体例を記
入する．また，その概念の解釈案，概念間の関連など
を記入した．分析ワークシートは概念ごとに作成した．
（2）対極例，矛盾例の有無：生成された概念の対極例，
矛盾例の有無を全ての概念についてチェックした．こ
れにより解釈が分析者の恣意的，操作的になる危険を
防ぐことができる．
（3）理論的飽和：収集したデータ範囲に関して，生成
された全ての概念について，具体例，対極例，矛盾例
の無いことが確認され，もう新たな概念が生成される
可能性がなくなった時点で概念生成に関する一応の理
論的飽和化に達したと判断した．修正版GTAでは，概
念ごととモデル構成の段階の2段階で理論的飽和を設
定している上で，より客観性が保たれる．
（4）収束化：複数の似た概念のまとまりで，概念相互
の関連をカテゴリとしてまとめた．さらに，カテゴリ
間の関連から，カテゴリ・グループにまとめる収束化
を行った．カテゴリの作成では，1つの概念について関
連のありそうな概念をすべての概念について個別に検
討した．そして，その関連に基づいてカテゴリをまと
めた．さらに，カテゴリ作成と同様に，カテゴリ同士
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の関連を検討し，その関連に基づいてカテゴリ・グル
ープを作成した．なお，関連とは，概念間の時間的順
序性，意味の近さ，行為の類似度である．
（5）分析結果の表示：カテゴリ，カテゴリ・グループ
間の関連について，それらの関連を検討し，概念の関
係をモデル図としてまとめた．
結果
分析対象である17名に関して分析した結果，25の概
念が生成された．概念間の時間的順序性，意味の近さ，
行為の類似度の観点から，カテゴリとカテゴリ・グル
ープを構成した．カテゴリは10，カテゴリ・グループ
は4生成された（表３参照）
．
【】はカテゴリ・グループ，
〈〉はカテゴリ，
［］は概念を示している．
カテゴリ・グループ及びカテゴリの内容に関しては，
以下のように構成した．
【実践家としての原点】実践家を根底で支えるものと
して，
［参照される学習体験］
［学校に対する捉え方］
があることがわかった．ワークショプ実践とは異なる
学習体験も，しばしばワークショップをデザインする
際に想起されることが確認できた．これを＜原風景＞
とする．さらに，ワークショップ実践家には，なぜ自
分が実践を行うかという自身の体験や価値観に基づい
た強い動機や，自分らしい実践への向上心があるとい
うこともわかった．そこで，これを＜自立心＞とし，
［実
践の根源的動機］と［自立志向］から構成した．2つの
カテゴリ＜原風景＞と＜自立心＞を統合し，
【実践家と
しての原点】とした．
【葛藤状況とブレイクスルー】ワークショップ実践家
は自身の【実践家としての原点】に基づくだけではな
く，他の実践家と接する経験を持っている．他の実践
家のワークショップデザインや，その考え方に触れる

表３ 生成された概念，カテゴリ，カテゴリ・グループとその該当者
カテゴリ・グループ
【実践家としての原点】

概念
協力者＊
［参照される学習体験］
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
［学校に対する捉え方］
1,3,4,6,7,9,10,11,12,13,16,17
＜自立心＞
［実践の根源的動機］
3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
［自立志向］
2,3,5,6,8,9,10,11,13,14,16,17
【葛藤状況とブレイクスルー】 ＜他者の受容＞
［他者による実践の存在への気づき］
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
［先達との出会い］
3,5,6,8,9,11,14
［他者からの助言］
5,6,7,9,11,15
［他者との協働デザインの中での気づき］
2,3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16
［他実践家とのつきあい方］
1,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17
＜他者への違和感＞
［なじめかったワークショップ実践］
1,3,4,5,7,8,9,14,17
［修業意識及び修業期の悩み］
2,3,7,9,11
［周囲との齟齬］
1,2,3,5,8,9,11,12
［文化の異なる他者へ実践を伝える難しさ］
3,4,5,6,8,9,11,14,16,17
【他者との関係構築への積極性】 ＜文脈への配慮＞
［自己の立場の変化に応じたデザインの必要への気づき］2,5,7,8,9,11,12,14,15,17
［対象者の違いに応じたデザインの必要への気づき］
1,3,4,5,6,7,8,11,12,15,16
［実践の文脈・背景への関心］
2,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16
＜他者からの評価＞
［他者からの評価］
1,4,5,9,11,13,14,16
＜実践継続に対する関心＞［実践の場の継続に対する悩み・関心］
4,6,9,8,10,11,12,13,14,15,16
［人材育成への関与］
2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
【個人レベルの実践論の構築】 ＜経験の再解釈＞
［実践に対する自分なりの意味づけ］
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17
［実践のデザインに対するこだわり］
1,2,5,7,8,11,12,13,14,15,16,17
［仮説の実証］
1,5,10,11,12,13,14,15,16,17
［過去の学習体験の参照］
1,2,5,6,7,8,9,10,1,12,13,14,15,16
＜実践の内省＞
［実践の内省］
1,2,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17
＜実践の文字化＞
［実践の文字化］
1,6,9,10,7,11,13,15,16
【】：カテゴリ・グループ名、＜＞：カテゴリ名、［］：概念名を表す
＊その概念の具体例のあった協力者番号
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ことを通じ，自身の実践のデザインを洗練させたり，
新たな意味づけを行ったりしている．この際，多くの
実践家は，他者の実践の全てをすぐに受け容れること
ができるわけではない．＜他者の受容＞と＜他者への
違和感＞を通じ，他者の実践と自身の実践とを比較し
ながら，少しずつ固有のものの見方・考え方を形成し
ていくことが熟達の要となっている．＜他者の受容＞
は，
［他者による実践の存在への気づき］
［先達との出
会い］
［他者からの助言］
［他者との協働デザインの中
での気づき］
［他実践家とのつきあい方］から，＜他者
への違和感＞は，
［なじめなかったワークショップ実
践］
［修業意識及び修業期の悩み］
［周囲との齟齬］
［文
化の異なる他者へ実践を伝える難しさ］から構成した．
事例 I【葛藤状況とブレイクスルー】
協力者4はワークショップに関心を持ってすぐに，多
くの実践家が集まるフォーラムに参加してみた（
［他者
による実践の存在への気づき］
）
．しかしながら，そこ
には「方法論しかない」
，と感じたという（
［なじめな
かったワークショップ実践］
）
．そこで，対象によって
もテーマによっても実践の在り方は変わってくるとい
うことに気づき（
［対象者の違いに応じたデザインの必
要への気づき］
）
，
「なるほどなあ，ワークショップって
全然人によって違うんだなあってことが，ちょっとわ
かった」という（
［他実践家とのつきあい方］
）
．
【他者との関係構築への積極性】1人で一通りワークシ
ョップのデザインができるようになると，新しい組織
への移動や役割の変化を経験することもあり，
［自己の
立場の変化に応じたデザインの必要への気づき］も生
まれる．また，少しサイズの大きな実践や，今まで受
けたことのない依頼によって扱ったことのない参加者
を経験し，
［対象者の違いに応じたデザインの必要への
気づき］があるとともに，
［実践の文脈・背景への関心］
も強まる．これらを＜文脈への配慮＞とした（3.2.事
例11，事例12，事例21，事例22を参照）
．また，＜
他者からの評価＞は，自身のワークショップ実践に対
し他者から受けた評価内容や，他者からの評価に関す
る関心を指す［他者からの評価］から構成した．さら
にワークショップ実践家は，実践歴が長くなるにつれ
て［実践の場の継続に対する悩み・関心］が出てきた
り，
［人材育成への関与］をしたりする．これらをまと
めて＜実践継続に対する関心＞とした（ 3.2.事例41，
事例42を参照）
．＜文脈への配慮＞＜他者からの評価
＞＜実践継続に対する関心＞という，＜他者の受容＞
よりも一歩踏み込んだかかわりの模索に関する3カテ
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ゴリを統合し，
【他者との関係構築への積極性】とした．
【個人レベルの実践論の構築】ワークショップ実践家
のデザインにおける熟達過程では，経験によって実践
家それぞれが自分固有のものの見方，考え方を形成し
ていくと考えられる．このような実践家のものの見
方・考え方を形成する一連の過程に関係するカテゴリ
を統合し，
【個人レベルの実践論の構築】とした．
【実
践家としての原点】は実践家の【個人レベルの実践論
の構築】における比較検討材料となっている（4.2.事
例51を参照）
．また，
【葛藤状況とブレイクスルー】は
深い＜実践の内省＞を引き起こし，結果として【個人
レベルの実践論の構築】に至るための重要な要素とし
て機能することがある．さらに，自身のワークショッ
プ実践に関し本や報告書などを著すなど【他者との関
係構築への積極性】の現れとともに【実践の内省】が
深まり，
【個人レベルの実践論の構築】が促される（3.2.
事例42を参照）
．
事例 II【実践家としての原点】と【個人レベルの実
践論の構築】
協力者1は大学時代，漁師町の若者組などに入ってフ
ィールドワークをした経験が，現在実践をデザインす
る上での原点となっていると述べる（
［参照される学習
体験］
）
．そこで学んだ「人と人との関係の中で独特な
世界ができる」ということを想起しながら（
［過去の学
習体験の参照］
）
，
「真剣勝負」で「猛烈に対話する」こ
とができる場を目指し，座席配置やタイムスケジュー
ルに配慮している（
［実践のデザインに対するこだわ
り］
）
．さらに自身の実践に対し，参加者にとっても自
分にとっても答えのない，気づきの場であり，
「リサー
チ」であるという意味づけをしている（
［実践に対する
自分なりの意味づけ］
）
．
事例 III【葛藤状況とブレイクスルー】と【個人レ
ベルの実践論の構築】
協力者5はアーティストHの実践を手伝っていたこ
となどから（
［他者による実践の存在への気づき］
［先
達との出会い］
）
，スケジュールなどをほとんど決めず
に行うワークショップのやり方しか知らなかった．
ところが，別の方法をとる集団と出会い（
［なじめな
かったワークショップ実践］
）
，いくつか協働でデザイ
ンを行う経験をした結果，最初は「違和感」を感じた
が（
［周囲との齟齬］
）
，次第に相手の「やりたいことっ
ていうのを理解するようになって」
（
［他者との協働デ
ザインの中での気づき］
）
，
「どうして自分がそのスタン
スが駄目だと感じるのか」を理解できたという．その

9

論文・資料・寄書・ショートレター
上で，
「お互い見ながら，こう，つくりあっているとい
うか，関係を」という状態になったとする（
［文化の異
なる他者へ実践を伝える難しさ］
［他実践家とのつきあ
い方］
）
．さらに，
「僕にしかできない」ものを目指して
「ライブに」実践したいという，自身の目指す方向性
を強く認識できるようになった（
［実践に対する自分な
りの意味づけ］
［実践のデザインに対するこだわり］
）
．

4. 結論
分析の結果，ワークショップ実践家のデザインの方
法の変容の契機は，
（1）対象者の違いに応じたデザイ
ンの必要への気づき，
（2）自己の立場の変化に応じた
デザインの必要への気づき，
（3）他者との協働デザイ
ンの中での気づき，
（4）継続の必要性，
（5）実践の内
省による気づき，の5つに類型化することができた．
また，ワークショップ実践家のデザインにおける熟
達過程には，
（1）実践家としての原点，
（2）葛藤状況
とブレイクスルー（3）他者との関係構築への積極性，
（4）個人レベルの実践論の構築，という4つの要素が
関係していることがわかった．
本分析結果を総括し，カテゴリ・グループの関係を
図にまとめたものが，図２である．

図２ ワークショップ実践家の
デザインにおける熟達化のモデル
それぞれのカテゴリ・グループの順序は，基本的に，
その該当カテゴリ及び概念が，分析対象となった実践
家の実践歴の中のどの時点で出現・消失したかを検討
することで決めた．カテゴリ・グループの生成過程に
おいて分析・整理・検討を進めた結果，ワークショッ
プ実践家のデザインにおける熟達過程はおおまかに見
て【実践家としての原点】
【葛藤状況とブレイクスルー】
【他者との関係構築への積極性】の順に進む傾向があ
ることがわかった．そこで，図中の矢印にて時間の流
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れを表現し図示した．
また，この3つのカテゴリ・グループの連なりの中心
に【個人レベルの実践論の構築】というカテゴリ・グ
ループを据えた．これは，
【個人レベルの実践論の構築】
が熟達過程の中で継続的に存在することが確認された
ためである.
なお，
【実践家としての原点】
【葛藤状況とブレイク
スルー】
【他者との関係構築への積極性】は，
【個人レ
ベルの実践論の構築】を助ける要因となっている．こ
の相互作用について，図中では点線にて描写した．

5. 今後の課題
本研究ではワークショップ実践家におけるデザイン
の方法の変容の契機のパタンに関し知見を提出するこ
とができた．さらに，ワークショップ実践家のデザイ
ンにおける熟達過程のモデルを提示することができた．
これまでの分析結果を踏まえ，今後，ワークショッ
プ実践家育成について示唆される点を指摘する．
デザインの熟達化における段階
デザインの方法の変容の契機と実践の実践経験の年
数に関係があると思われる部分があった．ワークショ
ップ実践家においても教師の成長で言われるような初
任・中堅・ベテランといった段階の設定を操作的に行
うことができるかもしれない．
デザインモデルの発見
全ての対象者は，他者のデザインしたワークショッ
プを体験する機会とワークショップ以外での学習体験
を持っていた．さらに，これらに対する省察を行う中
で，自分の目指す方向性を検討していた．経験とそれ
に対する省察を通じて自分なりのデザインモデル（森
2008）を見出だすことが，ワークショップのデザイン
における熟達に重要であるということが示唆された．
育成対象者の状態把握の必要性
ワークショップ実践家は様々な経緯で実践歴をスタ
ートさせているため，その熟達化の速度や在り方も一
様ではない．故に，実践開始時のモチベーションやレ
ディネスは異なることが予想され，必要とされる育成
課題も変わると考えられる．今後，育成対象者の状態
に対応した支援方法の提案が必要だろう．
実践研究の「場」の必要性
実践歴の長い実践家の発話には，
「研究（リサーチ）
」
「分析」
「調査」の重要性への指摘が散見された．この
ことからも示唆されるように，ワークショップをデザ
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インするという営みは，詳細な情報収集や仮説生成的
な事前のシミュレーション，目的を反映した活動の組
み立てといった論理性を必要とするものだと考えられ
る．今後は，デザイン過程の記録や共有，実践家間の
対話，類似性の高い外部の領域との接点の構築などの
支援に向け，テクノロジの利用も含めた学習環境の提
案が必要となるだろう．
一方，本研究方法の限界として，実践家の考え方や
価値観における変容や熟達過程において実践家が何を
学んだのかに関しては，十分な分析を行えなかったこ
とが挙げられる．また，本研究では経験に関する実践
家本人の回顧を対象としたため，記憶や認識に個人差
があることは否めない．さらに，実践家が置かれてい
た時代背景や他の職業経験との関連性，転移の可能性
についても分析に含めきれてはいない．今後は実践家
のコーホート研究や，他職業の専門性との関連及び転
移についての知見も必要だと考えられる．これらも今
後の課題としたい．
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workshops that correspond to their own standpoint,
(3) Noticing the need for collaborative design with
others, (4) Intention for continued practice, (5)
Reflecting on their own practice. Moreover,
development of expertise on workshop design
consisted of four elements. (1) Motivation of
workshoporganizers, (2) Conflict and breakthrough,
(3) Aggressiveness to the construction with another
person concerned , (4) Construction of the Personal
Practice Theory.
KEY WORDS: WORKSHOPS, EXPERTISE,
DESIGN, TURNING POINTS

ABSTRACT
I investigated the turning points in the careers of
people who organize workshops, as well as their
expertise regarding the design of workshops using
semistructured
interviews.
Organizers
of
workshops (n=19) with more than 5 years
experience took part in the study. Results indicated
that turning points in their careers could be
classified into five categories. (1) Noticing the
necessity to design workshops according to the needs
of participants, (2) Noticing the necessity to design
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