６章

問題解決

TFU リエゾンゼミ・ナビ『学びと出会い』

１．ワールドカフェをやってみよう
１

ワールドカフェについて

〔１〕ワールドカフェとは？
アニ－タ・ブラウン氏とデイビッド・アイザックス氏が 1995 年に開発
した話し合いの方法です。人々がオープンに会話を行い、自由にネット
ワークを築くことのできる「自由なカフェ」のような空間からナレッジ

□本学においても、様々な
学科でワールドカフェ方
式による総合的学習を展
開しているほか、就職活動
学生がキャリアについて
考えるテーマでの取り組
み例などもあります。

を創発するという特徴があります。フォーチュン 100 社や、米国、ラテ
ン・アメリカ、ヨーロッパなどの政治や医療、教育に携わるメンバー、
及びコミュニティ組織などの幅広い分野で活用されています。日本にお
いても、大規模な「まちづくりカフェ」や、企業の組織活性化の場面、
企業戦略立案におけるオフサイト・ミーティング等の幅広い場面で活用
されるようになっています。

〔２〕ワールドカフェ誕生のコンテクスト

□フィンランドでは、社会
的イノベーションに関す
る創造的なミーティング
手法として、文字通りオフ
サイト・ミーティングの手
法が一般的に行われてい
ます。例えば、目標を共有
する様々なステークホル
ダーが、職場以外で、非日
常的な時間・空間を意図的
に作り、様々なテーマで話
し合うなど。

20 人程度の専門家を集めたカンファレンスが開催されました。
あいにく当日は雨で会議スタート前にベランダで寛いで待っても
らうことができなくなりました。急遽、皆さんの到着待つ間、小さ
なテーブルに模造紙を敶いて、コーヒーを飲みながら、思い思いに
雑談をして待ってもらうことになりました。2 日目の会議なので、
前日の話し合いをもとに、各テーブルで話しあいが行われました。
その時主催者が到着して、「まあ素敵、カフェみたい」との声があ
り、入口に「ようこそ～カフェへ」という看板を作りました。その
後、中断するには、もったいないくらいの話し合いの様子と内容が
あったので、そのまま続けることにしました。すると参加者から、
他のグループの話し合いの内容が気になるので、一人を残して、他
のグループへ移動してダイアログを続けてはどうかという提案が
あり、そうすることにしました。やがて、昼になり各グループの模
造紙を中央においてみんな眺めてたところ、中央から共通のパター
ンが浮かび上がってくるという感覚が得られたそうです。そして、
参加者メンバーが他の所でカフェ方式で会議を運営する中で次第
に広がっていったのがワールドカフェです。
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□「創発」という言葉は、
物理学、生物学、情報科学、
社会学、経営学など幅広い
分野で用いられているよ
うです。それぞれの分野で
異なる解釈や活用の方法
があるようですが、共通す
る意味合いを拾ってみる
とおおむね次のようにな
るのではないかと思いま
す。「部分の性質の単純な
総和にとどまらない性質
が全体として現れること」

□詳細については、本稿で
も取りあげている様々な
ワールドカフェに関する
文献が出ていますので、そ
れらを参考にしてみてく
ださい。
□本稿においては、ワール
ドカフェ実践のナラティ
ブな特質を踏まえ、筆者の
実戦経験を、できるだけ生
の声をもとに記述するよ
う試みました。

〔３〕ワールドカフェの可能性・成果
ワールドカフェが目指すものは、課題を精緻に分析して正解を導く
ようなロジックツリーや、テーマに対して拡散的にアイデアを出して
いくようなブレーンストーミング、あるいは関係を高めることを目的
にしたアイスブレーキングとも異なります。ワールドカフェが様々な
その他の知的技法と異なる特徴は、創発を実現するアプローチという
点にあります。では、
「ワールドカフェの創発から何が生み出されるの
でしょうか？」
、実は、このようなテーマで実際にワールドカフェを行
うと、多様な組織で実践経験を持つ方々から、興味深い意見を聞くこ
とができました。具体的には、新たな枠組み・意味、知識・知恵、一
体感・エネルギー等という言葉で表現されるものを成果として実感し
ており、集まった人たちが、いったん自分の意見を保留しながら、他
者の話に耳を傾け、自由に発言することで、思考の枠組みや既存のメ
ンタルモデルを超えて、新たな見方や捉え方が可能になるということ
が指摘されています。また、既存の事柄に新たな意味が付与・生成さ
れたりして、自分自身の目的意識や他者との関係性にも変化が生まれ
るという経験が報告されています。ワールドカフェは、人間を信頼す
るということを根底に、その力と可能性を最大限に引き出すアプロー
チであり、今後の様々な実践の集積の中から、さらなら洗練された話
し合いのアプローチに発展していく可能性を持った発展途上の技法と
言えるかもしれません。

２

ワールドカフェの考え方・進め方

ワールドカフェでは、創発を生み出す様々な仕掛けが構造化され埋め込
まれています。ここでは、基本的なプロセス・構造、ホスピタリティ、参
加者の心得に焦点をあてて説明をしていきます。

〔１〕ゲストとホストの心得（ワールドカフェの原理）
1. コンテクストを設定する
2. もてなしの空間を創造する
3. 大切な質問を探究する
4. 全員の貢献を促す
5. 多様な視点を他花受粉させて、つなげる
6. パターンと洞察、より深い質問に耳を傾ける
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□その他の参考意見として
は、あまりロジカルに具体
的な答えを導きだすことを
求めるような問いは相応し
くないかも知れません。何
か答えを探すために効率的
に議論する雰囲気になると
無理にでも何かを発言しな
ければならず、ある人にと
ってはリラックスどころ
か、居心地の良くない空間
になってしまいます。その
ような方向性は、ワールド
カフェの目指すものとは、
尐し異なるような気がして
います。とても、ファジィ
に聞こえるかもしれません
が、「〜かも」、「〜みたい
な」、「〜のような感じ」と
か、断定しないままファジ
ィに話し合いを転がしてい
く。そのことが参加者の皆
さんにとって話しやすい空
間となっていくのかも知れ
ません。

7. 集合的な発見を共有する

〔２〕ワールドカフェを有意義に楽しむ（エチケット）
ワールドカフェを楽しくかつ意義があったと思える時間にするた
めに気をつけたいエチケットを確認してみましょう。あまり、細かな
ことに注意を促し過ぎるとそのことばかりに気を使い、何も発言でき
なくなってしまいます。ここでは、相互に気持ちよい時間を過ごすた
めに知っておきたいこととして、下記を参考にしてみてください。
１．（あくまでも）本日のテーマに意識を集中して頂く
２．（無理にではなく）考えを積極的に話しあって頂く

出 典 ： The World Café
Shaping Our Futures Through
Conversations That Matter,
Juanita Brown with David Isaacs
and the World Café Community

３．（真摯に）本音で率直に話し合って頂く
４．（じっくりと）相手の話を良く聴いて理解しようとする
５．アイデア間の関係に着目してつなぎ合わせるよう心がけて頂
く（ポジティブにつながりを意識してみる）

□出典：
「ワールド・カフェ
～カフェ的会話が未来を創
る～」 アニータ・ブラウ
ン、デイビッド・アイザッ
クス、ヒューマンバリュー
出版

６．深い洞察や問いを探して頂く（パターンと問い探し）
７．絵を描く、いたずら書きをして頂く（五感のフル活用）
〔３〕ポジティブな問いづくり
ワールドカフェは、そのプロセスにファシリテーターが大きく関与
しリーダーシップを発揮したり、場をコントロールするような話し合
いの方法ではありません。参加者の持つ共通の思いやエネルギーによ
って、その場があるべき方向に向けて動き出しやすいようにプロセス
や構造づくりに力を注ぎます。その際、次のような観点から質問をつ
くることはカフェづくりにとって重要な要素になります。
１．参加者の興味・関心にフォーカスしているか？
２．当事者意識を持ってもらえるような問いになっているか？
３．大切でリアリティがあるか？
４．探求したい課題になっているか？
５．未来に向けた意欲の湧く、創造力を刺激する問いになっている
か？
筆者自身、様々なワールドカフェに参加して、実感するのは多くの
ワールドカフェをホストしたベテランも常に自分と他者に問い続け
ながら実践を繰り返しているということです。問いづくりは、最重要
でありかつ最も難しくもあるファシリテーターの役割となります。実
は①〜⑤がピタリとはまることは尐なく、何らかの不足を感じながら
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□ホスピタリティのあるリ
ラックスした空間をつくり
あげるために、様々な工夫
がなされています。全てを
揃えなければ開催できない
ということではありません
が、下記参考にしてみてく
ださい。
□基本的に用意していると
ベターとされている資材と
演出は、皆さんの顔を見渡
せる丸いテーブルにテーブ
ルクロがあると、ここは会
議室ではないような気分に
なり、リラックスを演出で
きます。また、手元で自由
に書き込める程の模造紙が
あり、カラフルな水生ペン
がペン立てに自由にとれる
ように用意されていると喜
びます。さらに、キャンデ
ィやチョコ等、飲み物があ
れば、テンションがあがり
ます。大事なのは、ホスト
役がゲストを迎え入れるに
あたり、心からの歓迎をホ
スピタリティとして表現で
きるかということになりま
す。以上、理想的な準備に
ついて、ごく一般的なアイ
デ ア を書 き だし てみ ま し
た。現実的には、大学の設
備 を 最大 限 活用 しな が ら
様々な形態で展開すること
になると思います。

ホストを行うことが多いくらいです。この質問づくりが上手くいった
時というのは、ホストの想定を超えた充実感とエネルギーに満ちあふ
れた空間を参加者が実感する時なのかも知れません。

３

ワールドカフェの進め方

〔１〕 チェック・インとチェック・アウト
ワールドカフェのイントロダクションとして、参加者の皆さんがワールド
カフェのセッションに入る前に、自己目標を確認したり、気持ちを整えたり、
緊張をほぐしたりという効果が期待できます。ごく一般的に言えば、まずは、
チェック in から初めてみましょう。ここで言う「チェック in」とは、いま
からみんなで話し合うために、それぞれのいま考えていることや、参加した
目的、期待すること等ありのままの自分を皆さんと共有することです。皆さ
んと話を進めていく上での最初の手続きと言えるかもしれません。チェッ
ク・インによって、場における相互の理解が進み、場の質をあげていくこと
が可能となります。次の点に留意して進めてみてください。
１． 可能な限り、順番を決めないで、話したいと思った人から挙手して始
めてみてください。
２．人の発言に対して、質問したり突っ込んだりしないでください。
３．無理に笑わせようなど、受け狙いに走らないようにしてください。
４．嘘のない発言を、お互いの背景を理解し合い、相手をありのままに受容
することを心がけましょう。

〔２〕ワールドカフェ実施の手順
１．カフェ・スタイルのテーブルに４～５人で座ります
２．２０～３０分程度のセッションを３ラウンド行います
３．ラウンド１では「質問・テーマについて探求する」各テーブルの中で、
質問・テーマについて自由に話し合いを行います。その中で出たアイデ
アや疑問などは、テーブルに敶いた模造紙に自由に書き込まれます。
５．最初のラウンドが終わったら、１人が「ホスト」としてテーブルに残り、
後の人は、他のテーブルに「ゲスト」として移動します
６．ラウンド２は「アイデアを他花受粉する」ホストは、新しく来たゲストを
暖かく迎え、そこでどんな話し合いが行われていたかをゲストたちと共有
するゲストたちもアイデアや質問で貢献し、さらに話し合いを続ける
７．ラウンド３は、
「気付きや発見を統合する」
、もとのテーブルに戻って、他
のテーブルで得られて知見を報告します。
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□チェックイン・チェック
アウトは必ずしもワールド
カフェのプロセスに含まれ
るわけではありません。人
数にもよりますが、両方を
実施すると 20～30 分程度
は見込まなければなりませ
ん。全体では時間的制約が
あり難しくても、グループ
ごとの最初にでも時間をと
ると、相互に理解が進み、
その後のセッションの質が
高くなるかもしれません。

９．その後、全体共有で「集合的な発見を収穫し、洞察を共有する」

〔３〕全体での成果の共有
上記〔２〕—９を尐し補足します。成果の全体共有は様々な方法があると
思いますが、いくつかの方法について紹介させて頂きます。大事なのは、ど
んな形で成果を共有する場合でも、３分でも時間をとって参加者個人が振り
返る時間を設けることだと思っています。その上で、ワールドカフェでの気
づき、発見、自分自身の変化、決意、モヤモヤ感等を①ポストイットに書き
出してみる。②壁に貼り出して皆で共有する時間をとる。③書いた内容を、
口頭で皆さんに伝えて頂く。もちろん、これで全てはありませんし、全体で
コメントを概観した後に、時間が許せば全体セッションを行う場合もありま
す。以上が基本的な成果共有の方法になりますので、それぞれより良い方法
を探求してみる価値はあると思います

参加者一人ひとりが、その場の良い雰囲気をつ
くるための貢献を考えることは大事だよね。

意味のつながりを大切にしよう、パターンを探
そう、一人ひとりが何を語ろうとしてるかに耳
を傾けてみよう。

みんなで、テーマに集中しながら、「ああじゃな
いか、こうじゃないか」など対話することを楽し
もう。
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