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本書の使い方
　本書は、この数十年間に、冒険プログラム及び野外指導の分野で、革命をもたらした理論を抜粋
したものです。本書の目的は、以下の２つです。

１）野外指導を学ぶ学生が、オリジナルの書籍をフィールドに持っていく代わりに、本書を手軽に
フィールドに持ち出せて、野外指導の学習経験や、自己の野外指導経験を助けるためのものです。

２）冒険プログラムの実践者、大学教員が、オリジナルの書籍の幅広さと奥深さを知るための見本
として参考にし、自己の野外指導において、野外指導の理論やモデルを参照するためのものです。

　いずれの場合も、読者は本書から興味のある内容を見つけら、オリジナルの書籍にあたることを
推奨します。野外指導における知的体系の幅広さと奥深さを理解した上で、本書を活用してください。
本書は教科書の代わりにはなりません。書籍の購入は以下を参照してください。

http://www.humankinetics.com/products/all-products/Effective-Leadership-in-Adventure-
Programming-3E-With-Web-Resource.
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日本の野外指導者の
みなさまへ

冒険教育の世界的な名著である、
Effective Leadership in Adventure 
Programming のフィールドハンド
ブックが、日本語訳で発刊されるこ
とを心からお祝いいたします。山紫
水明の我が国は、世界的にも見ても
冒険教育のフィールドの宝庫であり、
人間教育において冒険教育こそ、無
限の可能性を秘めていると信じてい
ます。我が国で冒険教育を成長させ
ていくためにまだ達成できないこと
の一つが理論に基づいた野外指導者
の育成です。このテキストによって、
実践者と研究者、大学と民間が共に
手を取り合い、同じ共通言語で、我
が国の冒険教育をグローバルスタン
ダードに推し進めてくれることを心
から期待し、祝辞とさせていただき
ます。冒険教育のトーチはみなさん
の手に託しました。
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  この度は、Effective Leadership in Adventure Programing の日本語
版フィールドブックの発刊を心からお祝い申し上げます。日本アウトワー
ド・バウンド協会は 1989 年に設立されてから、わが国を代表する冒険教
育団体として 30 年以上の時を経て知名度を高めてまいりました。この本
が初版された 1990 年代以降、IT 革命やバーチャル教育などによって、時
代は大きく変化していきました。生活からリアリティが減るようになった
からこそ、ますます冒険教育の必要性を見直されなければならない時がき
ていると感じています。本書は、これまでわが国になかなかなかった野外
教育分野の翻訳書です。このフィールドブックが日本の野外教育指導者の
みなさんの手に届くことで、冒険教育に関する理論的背景を容易に知るこ
とができ、次の時代に向けての人づくり・社会づくりの可能性を広げる素
晴らしいチャンスを生むことができるでしょう。
公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会理事　西島大祐（鎌倉女子大学）
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　Effective Leadership in Adventure Programming の日本語訳が
発刊されることを心よりお祝い申し上げます。このような素晴らしい
フィールドハンドブックが多くの方の手元に届き、日本の野外教育、
冒険教育の普及と発展に役立てていただけることを願っています。ま
た、プロジェクトアドベンチャーの元となったアウトワードバウンド
や、同じ起源をもつウィルダネスエデュケーション、リーブノートレ
イスの皆さんと共に書の発刊を行えたことは、今後共に手を取り合い、
日本の冒険教育を支えていく上で、ともて意味深いものとなります。
我が国では、まだまだ伸び代のある業界だと思っておりますので、こ
のフィールドハンドブックをきっかけに指導者の育成、実践が進んで
いくことを期待しております。今後一層、冒険教育の重要性を高めて
いけるように私たちも貢献していきたいと思います。
株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン代表取締役　小澤新也
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  本書の日本語版発行につきましては、まずは心からお祝い申し上げます。英
語での第 1 版が出版されてからちょうど 25 年となりますが、第 3 版の充実ぶ
りは世界での冒険教育の発展を表しているものであり、日本語版の発行と共に、
我が国の冒険教育の発展を後押しする重要なリソースとなることは間違いない
と思います。ウィルダネスという不確的要素やリスクの多いフィールドを活用
し、指導者の育成や業界水準の向上を図る Wilderness Education Association 
Japan(WEAJ) は、グローバルスタンダードの理論やエビデンスに基づく指導を
重視しており、本書の理論やモデルは指導に非常に有益なものです。また、本書
により、野外教育業界全体が共通言語を持つことは、共に発展していくための強
力なツールとなります。この度の発行のため、国内にて冒険教育の実践・研究に
関わる多くの同志の方々と英知を集結させて発行することができたことも、非常
に意義深く、さらなる仲間を増やしながら、思いを分かち合える方々とこれから
も日本の冒険教育の発展に向けて進んでいきたいと思います。
一般社団法人Wilderness Education Association Japan理事　林綾子(びわこ成蹊スポーツ大学)
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　本書の発刊に、我が国を代表する冒険教育団体のみなさんと共に関わら
せていただけたことを感謝いたします。リーブノートレイスは、アメリカ
の冒険指導者学校である National Outdoor Leadership Shool（NOLS）
のミニマムインパクトのテクニックが元となり、発展したものです。たと
えどんなに優れた教育活動やガイドツアーであっても、環境に過剰なダ
メージを与えてしまうのは持続可能ではありません。本書では冒険教育の
幅広い理論の中にリーブノートレイスも扱われています。我が国で活躍す
る全ての野外指導者にとって本書が自然と活動の架け橋になるなることを
願うと同時に、リーブノートレイスが野外活動家の当たり前となる、そん
な日が来るための大きな第一歩となるプロジェクトでした。
NPO 法人リーブノートレイスジャパン副代表理事　寺田達也（ひの自然学校）
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　野外指導とは、野外状況において、野外運動（ア
ウトドアパスーツ）を活用し、冒険体験を提供し、
社会的インパクトを与える活動である。冒険体
験とは、予期せぬ結果に対する挑戦的状況であ
り、参加者はそれぞれの能力によって、遭遇した
リスクに対応し、不確実性のある課題を解決し、
それにより成長、学習、変容の教育効果を得る。
　冒険プログラムとは、参加者の自己との関係と
他者との関係に成長、学習、変化を与えるために、
冒険体験を意図的に提供することである。冒険
プログラムの提供には 4 つの分野があり、その
目的に応じて使い分けられる（下表参照）。

　冒険プログラムには 4 つの分野（レクリーショ
ン、教育、自己開発、行動療法）があり、参加者
の感情、思考、行動、抵抗（問題行動）に対応し
ている。それぞれは、他の目的にも影響を受ける
が、プログラムの主要な目的によって分類される。
例えば、問題行動の改善において、行動の変化な
しにして、問題行動の変化は起こらず、行動が変
化するためには、感情と意識の変化も必要である。
プログラムの目的を明らかにすることは、どのよ
うなファシリテーションの能力をもったスタッフ
が必要か、参加者に対して期待される効果を達成
することができるか、重要である。

野外指導の
ブロックウォール

冒険プログラム レクリエーション 教育 自己開発 行動療法
目的 感情 意識と感情 行動、意識、感情 抵抗の解消、行動、

意識、感情
方法
ファシリテーション
テクニック

なし
体験中心

基本
ファンネリング
ファンダメンタル

中級
フリージング
フロントローディング

上級
フォーティファイ
フォーカシング

冒険プログラムの分野

©Wilderness Education Association Japan
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　優れた野外指導者にとって大切な資質は、ブ
ロックの壁で表現できる（上図参照）。この壁は、
しっかりした基礎の上に建てられており、様々な
タイプのブロックが、セメントでしっかりと固め
られている。
　優れた野外指導者にとって、基礎は、情報の背
景の現代的な理解である。全てのスキルは、合理
的であり、意味があり、現実的な価値がある。ス
キルを学習する文脈を理解すれば、より簡単に身
につけることができる。
　野外指導スキルのブロックは、ハードスキルと
ソフトスキルの 2 つのタイプがある。ハードス
キルは、定形的で、具体的で、測定可能なもので
あり、評価しやすいスキルである。多くの場合こ
れらのスキルは野外指導の「手段」を表す。優れ
た野外指導者のハードスキルには、活動のテクニ
カルスキル、安全スキル、環境スキルが含まれる。
　ソフトスキルは、不定形で、具体的な形がなく、
測定が難しく、評価がより難しいスキルである。
多くの場合、それらは野外指導の「方法」を表し

ている。野外指導者のソフトスキルには、マネジ
メントスキル、ティーチングスキル、ファシリテー
ションスキルが含まれる。ソフトスキルのブロッ
クは、ハードスキルのブロックの上に積み重ねら
れる。なぜならば、ソフトスキルは、特定のテク
ニカルスキルが必要な冒険活動をするのか、安全・
危機管理能力はどの程度か、どのような環境で行
うかといったハードスキルに影響を受けるからで
ある。
　全てのブロックをしっかりつなぎあわせるセメ
ントがメタスキルである。メタスキルは、全ての
スキルを統合して、強化する、野外指導者にとっ
て高次で、最も大切なスキルである。優れた野外
指導者は、状況におけるリーダーシップ、効果的
なコミュニケーションスキル、指導者倫理、問題
解決、意思決定、判断力によって決まる。これら
のメタスキルによって、基礎、ハードスキル、ソ
フトスキルを統合し、活用することができ、より
優れた野外指導ができるようになる。

（訳者：岡村泰斗）
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6 つの哲学的問い

分野 関連学問 例 質問 回答
認識論 認知した方法

と理論
専門家の知的体系の特
性と起源

なぜ冒険プログラムを選ぶのか？ 本書導入、第 1, 2 章

形而上学 現実的な方法
と理論

自然を通じて、現実や
意味を創造もしくは示
す

自分がしていることを正しいとど
のように知るのか？

本書第 2 章及びこ
のテキスト

美学 芸術的美しさ 自然は、孤独や自然ら
しさの本質的な価値を
提供する

自然の役割とは何か？ 本書第 2 章

倫理学 行為と道徳的
生活

チャレンジバイチョイ
スは参加者に関与のレ
ベルの選択の権利を与
える

何が正しい価値や原理か？どのよ
うにジレンマを解決するのか？

本書第 3 章

政治学 社会的秩序 小集団による冒険にお
ける、メンバーの相互
作用

どのように個人として集団として
振る舞うことができるのか？

本書第 9, 13 章

論理学 思考的、論理
的方法

判断、問題解決、意思
決定の要

どのように問題解決し、判断し、
意思決定するのか？

本書第 14,15,16 章

冒険プログラムにおける 6 つの哲学分野とその問い

　哲学は、ギリシャ語の「知を愛すること」とい
う語に由来している。それは理想や観念的な真理
ではなく、人間や世界に関する根源的な原理や究
極の真理を考察することである。冒険プログラム

に関連する哲学には、認識論、形而上学、美学、
倫理学、政治学、論理学という 6 つの分野が存
在する。これらの哲学から冒険プログラムに対し
て以下のような問いを投げかけることができる。

（訳者：張本文昭）

©Wilderness Education Association Japan
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３つの倫理

分野 状況との関係 ルールの特異性 倫理的ジレンマ
基本倫理 状況と独立している 全ての人に対して共通

のルールがある
ない

徳倫理 状況に依存している 状況により特定のルー
ルがある

一般的にはない

フェミニスト倫理 状況に依存している 状況により特定のルー
ルがある

ある

３つの倫理的アプローチの違い

　野外指導者が、倫理の背景にある原則を知るこ
とは、参加者に対する道徳的な行動決定につなが
る。特に野外指導者には3つの倫理が重要である。
　基本倫理は多くの場合、統括団体や専門組織

（例 : 体験教育学会公認基準）によって定められ
ている客観的で公平な規則に基づく。これらは、
類似した状況において相対的に比較できるもので
あり、参加者の意思決定に有益なものである。こ
の基本的な倫理は状況に左右されるものではな
く、あらゆる場面で適用できる具体的なルールを
生み出す。
　徳倫理は、倫理的な状況は互いに独立しており、
それぞれ特有の要因と影響が存在するという考え
に基づく。基本倫理とは逆に、徳倫理では、ある
状況での決定を他の状況に適用することは出来な

い。倫理的な行動は、それぞれ個別具体的な状
況に応じて決定されなければならない。よって
徳倫理とは倫理的に普遍の原則ではなく、道徳
的な野外指導者が有する特定の性格や美徳によ
るものである。徳倫理は状況に依存するもので、
その状況ごとに特定のルールを行使する。
　フェミニスト倫理は、倫理的な意志決定プロ
セスに関し、参加者の感情、直観、個人的特性
に焦点を当てる。フェミニスト倫理では、適切
かつ可能な限り、倫理的ジレンマの解決に参加
者が関与することが求められる。また個人的経
験や指導者と参加者との関わりを倫理的ジレン
マ解決の一部として考慮する。価値のある決定
では、参加者と指導者の潜在的な力関係や文化
的バイアスの影響について考慮される。

（訳者：張本文昭）

©Wilderness Education Association Japan
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多様な価値観の理解

　信念や価値観の違いにより、あなたと、一部の
参加者の間に、潜在的に相容れない問題が存在す
る。それらは時として、倫理では解決しない時も
ある。自分が問題に対してどのような考えに立っ
ているのか、一方で、参加者の立場はどうなのか
事前に知ることは、双方不快な状況を回避するた
めの最初のステップである。上の図において自分
の立ち位置を理解し、譲れない価値を知ることは
重要である。自分と相手の立ち位置が明らかにな
ればなるほど、倫理的なトラブルが少なくなる。

　価値観の違いは以下の要因で起こる。
1. 性別：生物学的な違い、文化的社会的違い、

社会的性役割
2. 人種：根拠のない固定概念、制度化された

抑圧と特権
3. 民族：歴史・国家感の共有、政治的出来事

の共有、共通する価値観
4. 社会的階級 : 経済水準、権力と服従、安全

水準、変え難い生活水準
5. 性的指向性：性の受容と指向のレベル、偏見、

先入観、社会的制約
6. 障害：社会的認知の低さ、偏見に対する感

受性、固定概念、差別、うつ、障害に関す
る自我形成

7.宗教：宗教的な伝統・習慣、成文化された信念・
実践、社会的に区分された集団、特定の教義、
宗教的習わし、特権と制約

8. 世界観：所属集団により形成、所属集団内
での個人の経験

9. 心理社会的自我：個人の自我形成の蓄積、
社会化、文脈の可変的特性

10. 変容耐性 : 冒険プログラムに参加した個人
に態度変容に関する統合の方法とレベル

　参加者の価値観の配慮を欠くことにより、以下
のような思い込みを起こす。

1. 文化的共通性を強調すぎることにより、メ
ルティングポット（人種のるつぼ）に陥る。

2. 違いを一般化しすぎることにより、ステレ
オタイプに陥る。

3. 共通性や相違性を強調することで、参加者
の独自性を評価することになる

4. 価値観が他者よりも優れていると考える擬
似種分化を発展させる。

（訳者：岡村泰斗）
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アウトワードバウンド
学習モデル

　学習者は学習に対して準備ができている必要が
ある。また、直面する課題を実行し、その体験に
ついて考えを持ち、ふりかえることができ、さら
には、実行とふりかえりから生じるかもしれない
極度のストレスに対処できる能力を持つ必要があ
る。
　直面する特定の物理的環境は、一般的に刺激的
で、中立的で、ありのままのものである。この非
日常的な環境にいることの価値は、参加者の慣れ
親しんだ家庭環境とは対照的なことにある。この
コントラストは参加者の古い行動パターンに、新
たにより多くの視点を与えることができ、非日常
的な環境で見落としていた可能性のある行動パ
ターンに気づかせるということができる。参加者
が直面する非日常的な環境は、制限や恐怖心のな
い日常的な環境下における、新しい行動を「試す」
ことを可能にする。非日常的な環境で繰り返し練
習した新しい行動が成功すれば、より日常的な環
境での行動変容に結びつく最初のステップとなる
かもしれない。
　特定の社会的環境は、基本的に同じ目標に向か
う 7 ～ 15 人の独立したグループによって構成さ
れる。このグループには次のことが求められる。

・異なる行動の価値を生み出すのに十分な大き
さでありながら、これらの行動を中心とした
別々の多様化したサブグループが形成される
のに十分な小ささであること。

・参加者の意見の違いによって対立を生じさせ
るのに十分な大きさでありながら、そのグ
ループが対立を解決するのに十分な小ささで
あること。

・個人が別々に行動して目標に届くかどうかと
いう場面において、集合的な力を生み出すの
に十分な大きさでありながら、そのグループ
が各参加者の個別の目標をサポートできる程
度の小ささであること。

・長所と短所を補完する相互関係の支援状態を
生じさせるのに十分な大きさでありながら、
メンバー個人が長所を発揮し、その相互作用
を通じて他者の長所を活かすことのできる小
ささであること。

　問題解決しなければならない一連の特徴的な課
題は、力量、機能的変化、及び参加者が経験する
その他のポジティブな利益に貢献する。これらは、
グループのスキル、ニーズ、成熟度に合わせて構
成されるべきであり、単純なものから複雑なもの
へ、そして小さなことから大きな結果をもたらす
ように段階的に進めていくべきである。
　参加者は変化を生み出すために行動し、その行
動の効果を振り返ることによって、不調和状態、
つまり参加者が現状を認識することと、現実がそ
うあってほしいと思うことの間にあるギャップへ
の適応から生じる、貴重な対人関係とその教訓を
得ることができる。不調和を解消しないと、参
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加者は脱力、無関心、またはその両方になって
しまう。指導者として導入しなければならない
のは、適応的不調和の状態である。この状態は、
参加者が自分の行動を適応させることによって、
不調和を克服し、新しい平衡状態に到達するか
どうかを選択する機会となる。参加者は適応す
ることで、スキルや才能の感覚を身につけ、自
身の行動を洞察し、新しい学びを自身の日常環
境にもたらすことができるようになる。
　適応的不調和の解決は、参加者の体験の統制
を通して達成される。これは一般的に、参加者
が十分なモチベーションを持っていること、参
加者が興奮できる冒険的環境にいること、参加者
がグループのメンバーやリーダーから適切にサ
ポートされていること、さらには参加者が学習
の習得を促進させるために作られた課題に直面

することよってもたらされる。状況に応じて生
じる適応的不調和をうまく解決することによっ
て得られる統制というものは、行動変容の動機
となる。
　統制が変容の動機となる一方、参加者はその
体験を振り返ることで、自分の人生における変
容の意味と方向性を再定義することになる。こ
の再定義の効果の永続性は、参加者が変容を永
続的かつ継続的に組み替える能力がある場合に
のみ高いものとなる。参加者が冒険体験とそれ
に関連するプロセスを通じて課題を達成してい
くと、彼らの人生は大概豊かで充実したものに
なる。統制と再定義の達成の背景にある目的は、
成功戦略とそれに伴う感情を、他の状況へと一
般化し、活用することにある。

（訳者：西島大祐）

©Outward Bound Japan
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最適冒険体験モデル

  このモデルでは、リスクと能力の関係により、
アドベンチャー（冒険）が生まれることを意味
している。アドベンチャーは、状況に応じたリ
スクと、不確実性を統制する個人の能力の両方
がなければ存在しない。冒険体験の中で相互作
用するリスクの程度と能力の高さに応じて、5 つ
のアドベンチャーの状態が考えられる。
  上の図より、能力の高い人がリスクの低い、あ
るいは簡単な活動を行う場合、それは新しいスキ
ルを学ぶ体験であり、それらを練習したり、実
験したりする状態になることを表している。能
力が低下するか、リスクが高まるか、あるいは
その両方が起こると、参加者はアドベンチャー

の状態へと移行する。さらに、この 2 つの要素
がバランスよく調和したとき、ピークアドベン
チャー（最高の冒険）の状態が生まれ、参加者
は至高体験を経験することができる。リスクが能
力を上回ると、ミスアドベンチャー（冒険の失
敗）の状態となり、冒険への動機が低下し、不
運な事故の可能性が出てくる。リスク、もしく
は難易度が非常に高くなり、能力がそれに対し
て非常に低くい場合、結果を統制できず破綻し、
事故が発生する可能性を高める。野外指導者は、
常にリストと参加者の能力のバランスを取らな
ければならない。

（訳者：藤原良仁）
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能力発達モデル

　上記のモデルは、ニュートラルセンター（剃
刀の刃）、快ストレス（ポジティブフィードバッ
クループ）、不快ストレス（ネガティブフィード
バックループ）の 3 つの部分から構成されてい
る。不快ストレスの矢印はネガティブなフィー
ドバックループを表し、悲観的な思考や感情の
負のスパイラルが描かれている。快ストレス側
の矢印はポジティブなフィードバックループを
表し、楽観的な考えや態度の正のスパイラルが
描かれている。不快ストレス（負のプレッシャー）
と快ストレス（良い緊張感）の間には、ニュー
トラルセンター「剃刀の刃」がある。この分か
れ目は、冒険家や参加者がリスクテイクする際
の主な要因となり、不快・快のどちらかの側に
も傾くことなく、能力と課題の調和のとれた状
態で、ピークアドベンチャーを楽しみ、そこに留
まり続ける見えない境界線を表すことから、「剃
刀の刃」として例えられる。
　ネガティブフィードバックループはミスアド
ベンチャーの結果生じた失敗の認識から始まり、
個人のパフォーマンスなどの内的要因に起因す
る。失敗は、自己評価を下げるような直接的で
否定的な内発的反応を引き起こすこともあれば、
仲間や指導者からの失望というような間接的で

否定的な外発的反応を引き起こすこともある。失
敗から認知されたネガティブな感情や有能感の
低下という否定的な反応は、達成動機を低下させ
る。例えば、自分は課題を達成できないと考える
参加者は、ネガティブフィードバックに入る前
に経験した同レベルのリスクに対して不安を感
じる。そして、ネガティブフィードバックのルー
プから出ると、「剃刀の刃」でより低いレベルの
リスク（より簡単な課題）を選択する傾向がある。
　ポジティブフィードバックループも同様のパ
ターンを示すが、達成動機への影響はネガティ
ブフィードバックループと逆である。ポジティ
ブフィードバックループは、冒険から生じる成功
の内的要因の認識から始まる。この成功は、自
分について自信を感じるなどの直接的で肯定的
な内発的反応と、仲間や指導者からの承認など、
良好な能力評価を間接的に構築するための肯定
的な外発的反応を引き起こす。これらのポジティ
ブな感情は本人の有能感を向上させ一般的に達
成動機を高める。例えば、自分が課題を達成で
きると信じている参加者は、ポジティブフィー
ドバックに入る前に経験した同レベルのリスク
で退屈さを感じるようになる。ポジティブフィー
ドバックのループから出ると、参加者は「剃刀
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の刃」でより高いリスクレベル（より難しい課題）
を選択する傾向がある。
　ときには、参加者がニュートラルセンター（剃
刀の刃）に戻った際に、自分の力量と完全に一
致し、快・不快のどちらのサイクルにも傾かな
いリスクを選択することがある。その場合、ピー
クアドベンチャー、最適覚醒、フロー状態を経験
する。しかしながら、ほとんどの場合、参加者
が自己の能力が低いと感じている場合は低いレ
ベルのリスクを選択し、自己の能力が高いと感
じている場合は高いレベルのリスクを選択する。
本人が選択したリスクや難易度に関係なく、彼
らは十分または不十分なパフォーマンスをする
ことになる。もし参加者が、選択したリスクの
レベルに対して十分なパフォーマンスができた
と思えば、冒険、あるいは冒険活動を実験、体
験するといった状況が起こり得る。もし参加者
が、自分のパフォーマンスがリスクに見合うほ
ど十分でなかったと考えるなら、ミスアドベン
チャー、あるいは破綻や事故といった困難な状
況が起こり得る。このフィードバックサイクル
は参加者のパフォーマンスに対する解釈によっ
て繰り返される。野外指導者は参加者の解釈を
うまく導くことによって大きな変化をもたらす
ことができる。
　参加者はそれぞれの快・不快のサイクルにお
いて、内的なローカスオブコントロール（LOC）

に基づき、出来事について説明や、正当化をし
始める。野外指導者の役割は、ニュートラルセ
ンターでゲートキーパー ( 門番 ) のような役割を
果たし、参加者が自分の冒険体験を適切に解釈
できるように助けることである。もし参加者が
内的なローカスオブコントロール（LOC）を持
ち、成功や失敗を自分自身や他の内的要因によ
るものと認識すれば、参加者はポジティブ（快）
かネガティブ（不快）のループに入るであろう。
しかしながら、時には、指導者が「ゲートを閉
じ」、参加者を反対のループに方向転換させる必
要がある。それは、成功や失敗が外的要因によっ
て起こったと方向修正し、参加者を外的なロー
カスオブコントロール（LOC）に向かわせる。ゲー
トキーパーとしての２つの重要な役割は、失敗
を過度に内面化する臆病で怖がりの参加者には、
外的要因（例えばロッククライミングの靴が合
わないなど）が自分の進歩を妨げていると認識
させることと、成功を過度に内面化する傲慢で
危なっかしい参加者には、外部要因（例えばセー
リングの風がよかったなど）が自分の進歩を助け
てくれたと認識させることである。この再調整
は、パフォーマンスの再評価をもたらし、十分
なパフォーマンスだったかどうか参加者の考え
を変え、その結果、新しいゲートが開かれ、も
う一方のループに入ることを可能にする。

（訳者：塚原俊也）
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事故発生モデル

環境的危険因子
・標高
・動物
・動物の罠
・雪崩
・冷水
・潮流、潮位、波
・倒木
・落枝
・深い積雪
・水深の深み
・鉄砲水
・伝染病、感染
・昆虫
・雷
・不安定な岩
・流水
・落石
・火器と火
・ストレーナー
・不整地
・車両
・視界不良
・天候
・湿った、滑りやすい地面

指導者危険因子
・予測不足
・リスクに対する態度
・不注意
・自己満足
・非受容的態度
・注意散漫
・ストレス下での誤った行動
・倦怠感
・変化に対する柔軟性、抵抗力
・目標、又は先入観
・不健康状態
・監視不足
・経験不足
・ハザードに対する油断
・自信過剰
・同調圧力
・コミュニケーション不足
・論争解決のスキル不足
・弱い決断力
・少ない遠征経験
・悪いリーダーシップ
・型にはまらない目新しさを求める
・山頂への執着
・視野の狭さ
・ハザードを知らない
・非現実的なスケジュール
・未解決の問題の食い違い

参加者危険因子
・料理中の怪我
・能力を超える
・指示に従わない
・転倒
・落石を起こす
・落雪を起こす
・ゲーム感覚
・スケジュールに合わせるよう急ぐ
・不十分な注意
・不適切なロールモデル
・効果的ではない指導
・道迷い
・計画の失敗
・不衛生
・誤った場所を通る
・技術不足
・熱湯をこぼす
・ストーブの炎
・誤ったテクニカルシステム
・安全でない速度（速いか遅い）

　事故の潜在的可能性は、（１）野外環境におけ
る危険な状態、（２）参加者による危険な行為、（３）
指導者による危険な失敗の３種類の危険が組み合
わさった時に発生する（右図参照）。この事故発
生モデルの考え方は、それぞれの危険因子の強度
または量が増加するにつれて、オーバーラップす
る重なりが大きくなり、事故の可能性が高くなる。
それぞれの危険因子の例は以下の通りである。

（訳者：住吉利允）
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危険分析

　事故の可能性や重大性を減らすため、上図に示
す、以下の 10 段階の危険分析手順を利用する。

1. 事故はあなたの身にも起こりうるので、事
前に計画をたてる。事故が起こる前に、起
こりうる事故に対して何をするかを知る。

2. 危険を同定する。常に危険を察知し、いつ
でも何が起こるか想像しておく。

3. 危険に注意する。参加者や他の指導者に危
険を指摘する。

4. 危機状態（ペリル）を回避する。リスクが
増加しない場合や別の危険が発生しない場
合のみ、危険状態を回避する。

5. 危険因子（ハザード）を除去する。遠征ルー
トの変更、活動変更、プログラムの中止、

または別の計画を採用することで危険因子
の除去を行う

6. 取り除くことのできない危険に遭遇する。
危険因子を最も少なくしても、どのように、
いつ危険に対処するか選択する必要がある

7. 事故発生の可能性を評価する。危険を環境、
指導者、参加者のいずれかに分類し直し、
重なりや相互作用がないかを確認する

8. 損失の確率を見積もる。どの程度の重なり
が予期されるか？どの程度の確率でこの重
なりが事故を引き起こすか？

9. 損失を評価する。事故の結果を受容、回復
できる可能性が高い行動方針を選択する。

10. 注意を継続する。事前に計画した適切な
調整を行い、事前に対策を把握しておく。
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　危険分析能力を阻害する次の 6 つの要因を認
識する。

1. 新しく予期せぬ状況。経験が少なければ、
状況に適切に対処できない可能性がある。

2. 不適切な態度。信頼を得たり、相手を非難
する時に、自分のエゴやプライドを抑える。

3. 集中力の欠如。疲労、注意力散漫、不注意
などで油断しないこと。

4. 計画にしばられれる。特に旅の終わりに、
急いで戻ろうとしたり、タイムスケジュー
ルに縛られないこと。

5. リスキーシフト現象。人は集団でいる場合、
一人でいる場合よりも危険な判断をしがち
である。

6. 未熟で不適切な判断。野外指導の多くの側
面を常に阻害し、リスクマネジメントも例
外ではない。

（訳者：濱谷弘志）

©Wilderness Education Association Japan
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危機対応

　上図は　すでにプログラムを運営しており、危
機対応の「最前線」となるフィールドスタッフ、
および危機対応に関する全体像を把握し、スタッ
フ間のネットワークを構築して救済や支援を提供
するリスクマネージャーの 8 つの役割を示すも
のである。

・運営担当と記録担当：日常業務の維持、事
故対応の記録および事務処理について 2 人
または 1 人で両方を担う。

・事故担当と避難担当：現場スタッフからの
情報収集、傷病者の避難の手配について 2
人または 1 人で両方を担う。

・家族担当と情報管理担当：家族への連絡お
よびサポート、内部スタッフおよび外部メ

ディアへの情報提供について 2 人または 1
人で両方を担う。

・事故調査担当と法務担当：事故概要の調査、
法的な問題および情報の管理について 2 人
または 1 人で両方を担う。

　リスクマネージャーはこの 8 つの役割の指揮、
情報共有に関する計画を立案する。危機対応に
おける誤解は悲惨な結果を招くことがある。そ
れ故にそれぞれの担当は、やり取りした情報の
正確性をダブルチェックする責任があり、リス
クマネージャーはそれらをトリプルチェックす
る責任がある。組織として対応が難しい場合は、
リスクマネージャーが外部組織や緊急サービス
をいつ、どのように使用するかについて最終的
な決断を下す。

（訳者：中村正雄）
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環境配慮チェックリスト
　リーブノートレース（LNT）は 7 つの原則か
ら構成され、あらゆるフィールドや状況に適応さ
せることができる。

原則 1 事前の計画と準備
　　　Plan ahead and prepare.
原則２影響の少ない場所での活動
　　　Travel and camp on durable surfaces.
原則３ゴミの適切な処理
　　　Dispose of waste properly.
原則４見たものはそのままに
　　　Leave what you find.
原則５最小限の焚火の影響
　　　Minimize campfire impact.
原則６野生動物の尊重
　　　Respect wildlife.
原則７他のビジターへの配慮
　　　Be considerate of others.

　レオポルドの土地倫理：野外での行動は、生態
系の無傷の状態、安定性、美しさを保存できれば、
正しい行動である。それ以外は全て間違った行動
である。

　リーブノートレースは、環境に配慮した野外体
験の事前の計画と準備において、考慮すべき点と
して以下を挙げている。

1. 活動フィールドと期待される利用方法につ
いて知る。キャンプやルートを計画する時
は、混み具合やフィールドの脆弱性につい
て注意する。

2. 適切なグループの人数を計画する。10 名
以上のグループは、より大きなインパクト
を与える。

3. 装備は環境へインパクトの少ないものを選
択する。

4. 野外に出かける前に、食材を再パッキング
することで、包装ゴミ、ビン容器の破損、
食べかすを減らす。

　リーブノートレイスは、環境に配慮した野外体

験において以下の行動基準を示している。「残し
て良いのは足跡だけ、とって良いのは写真だけ、
使って良いのは時間だけ」
　トレイルを歩く：できる限り指定されたトレイ
ルを歩く、オフトレイルは、壊れやすく脆いため、
耐久性の高い場所（岩や根など）を選択する。
　キャンプサイトの選択：環境から守られ、虫が
少なく、飲み水が近く、危険の少ない場所から、
平らで乾いた地表を選ぶ。指定のキャンプ場を
使うか、手付かずの場所をキャンプサイトにする
か選択する。キャンプサイトは、沢、川、トレイ
ルから少なくとも 60m 離れ、かつ池や湖からは
少なくとも 100m 離れる。いくつかの地域のガ
イドラインでは、水源、トレイル、私有地から、
300m 距離をとる。キャンプサイトでは、トイレ
やクッキングエリアなど繰り返し歩くことによる
ダメージを考えてレイアウトする。混雑するエリ
アは、定期的にローテーションし、必要に応じて
サイトを移動する。
　テントを張る：テントは砂地、落ち葉、または
赤土の上に張り、植生を避ける。テントやシェル
ターの周りに排水溝を掘らない。これらは永久的
な痕跡を残すことがある。その代わりに、テント
を高台に立てることで、溝を掘る必要がなくなる。
テントを草の上に立てる時に、地面を出すために、
草を抜いたり、落ち葉を退かしたりしない。これ
らの「天然のクッション」の上に立てる。
　キャンプの撤収：テントを立てるために植物に
結んだロープを全て解く。テントペグの穴を埋め、
移動させた石や丸太などをもとに戻し、テントに
よって圧迫された場所に落ち葉を撒く。テントで
倒れた草を起こして元に戻す。装備やゴミが残っ
ていないか最終チェックする。他の人のゴミでも
持ち帰る。
　排泄物の処理：排泄をするときは、水源を汚さ
ない場所で行い、排泄物が動物や昆虫に接触する
ことを避ける。分解を最大化し、社会的なインパ
クトを最小化する。1 人ずつ「キャットホール」
を作る。地面を直径 15cm、深さ 20cm 程度の
穴を掘る。次に、バクテリアの作用によって分解
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が加速されるように、掘った穴に腐植層を少し入
れ、その上に排泄する。暑くて乾燥した、または
冷たくて湿った環境では、ほとんど人がこない場
合、排泄物を地表に残した方が、埋めるよりも分
解が早くなることもある。キャットホールは水辺
やトレイルから少なくとも 60m は離れる。この
距離は状況によって、より長くする必要がある。
雪、石、枝などの自然物で、トイレットペーパー
を代替できる時もある。もしトイレットペーパー
や生理用品を使用した場合は、頑丈なビニールに
入れて持ち帰る。洞窟の探検をする場合は、すべ
ての排泄物を持ち帰る。キャットホールは尿には
必要としない。人間の健康への影響はほとんどな
いが、尿の匂いは不快になる場合がある。また尿
の塩分は動物が地面を掘り返す原因にもなる。そ
のため、キャンプや水源から離れた砂利や砂地で
排尿する。
　焚き火をする：焚き火が必要か、まず自分に問
いかける。キャンプストーブがあれば、野外で必
要な熱源を得ることができる。しかしながら、調
理や緊急時で焚き火が必要な場合は、常設のファ
イヤーピットや携帯用のファイヤーパンで焚き火
をする。薪には落ちている枝や枯れている枝のみ
を使う。生きている木から枝を折ったり、切った
りしない。可燃性の落ち葉、根っこ、丸太、テン
トなどの近くで焚き火をしない。火が大きくなり
すぎたときのために、消火のための水を用意して
おく。もし手付かずの自然で焚き火をする時に、
以前焚き火をした痕がない場合、地表にシートを
敷き、赤土や砂を盛り、その上で焚き火をする。
焚き火のあとは、痕跡がないように、盛った土を
もと通り戻す。
　洗浄：手洗、体の洗浄、食器洗いに、洗剤が必
要になることはほとんどない。もしどうしても洗
剤が必要な場合は、できる限り少なくする。高濃

度の洗剤成分が食器に残っていると、下痢の原
因にもなる。リン酸塩の含有量が少ない、生分
解性の洗剤を選ぶ。水源またはキャンプサイト
から 60m 離れる。濯いだ水は、周囲に飛散させ
る。食べかすなどの固形物は濾し器でとり、持
ち帰る。全ての食べかすは持ち帰る。体の洗浄、
歯磨き、洗濯も同様に、水源またはキャンプサ
イトから 60m 離れる。濯いだ水をできる限り周
囲に飛散させる。
　野外調理：匂いがクマなどの動物類を引き寄
せる可能性があるため、匂いが出る調理や食品
を扱う時は、テントサイトの風下で行う。食料
を野生動物から保管するために、保護袋に入れ
て十分な高さの木にかける。できる限り食べ残
しをなくし、次の食事の時に活用する。動物が
穴を掘り食べてしまうので、食べ残しを地面に
埋めない。持ち込んだ食料は、すべて持ち帰る。
食べ残しを埋めたり、燃やしたりしない。焚き
火の代わりに、十分な燃料を持参し、できる限
りストーブを使うようにする。
　目立たない行動：人々は自然を求めるのと同
じくらい、日常から離れることも求めているの
で、冒険活動中の社会的インパクトを配慮する。
野外における派手な衣服や装備による視覚的な
インパクトを考える。狩猟シーズン（誤射防止）
や緊急時を除き、派手な色を避け、よりアース
カラーに近い色を選ぶ。道迷いなどの事故を避
ける目的以外で、トレイルに目立つ色のテープ
などを巻いたり、立てたりしない。騒音も、派
手な色同様に、他のビジターの体験の質を損ね
る。キャンプサイトの選択は、他のビジターの
プライバシーや、視界を妨げないように選択す
る。常に音の大きさに注意し、静かに過ごすよ
うに心がける。パーティーをするために野外に
いるわけではない。

( 訳者：寺田達也 )
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野外遠征の６ステップ
　野外遠征の計画には、次の 6 つのステップが
ある。

1. 野外遠征のイメージ：実施可能性の評価、
冒険体験の想像

2. 野外遠征の全体計画：ロジスティクス、
装 備、 日 程、 参 加 者（LETS=Logistics, 
Equipment, Timing, and Staffing）

3. 野外遠征の各種申し込み：キャンプサイト、
交通手段、許認可、レンタル

4. 野外遠征の運行：冒険活動、環境配慮、安
全管理

5. 野外遠征の情報共有：動画や音声の掲載、
写真の共有、ブログの作成

6. 野外遠征の思い出：活動の思い出す、遠征
の追体験、遠征の再計画

（訳者：山崎智文）
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野外遠征チェックリスト
1.目的 : 遠征をする理由や目的は何か？

2.活動 : 選択された活動は、遠征の目的を達成す
るための要求と一致しているか？そうでない
場合、活動を修正し、目的との互換性を再確
認する。

3.場所 : 選択された場所は、遠征の目的を達成す
るための要求と一致しているか？選択した活
動と互換性はあるか？そうでない場合、活動
か場所を修正し、互換性を再確認する。

4.ルートと旅程：選択されたルートと旅程は、
遠征の目的を達成するための要求と一致して
いるか？活動や場所との相性は良いか？そう
でない場合、ルートと旅程、活動、または場
所を修正し、それらの互換性を再確認する。

5.参加者：参加者は、遠征の目的を達成するた
めの要求と一致しているか？ルート、旅程、
活動、または場所との相性は良いか？そうで
ない場合、遠征にふさわしい参加者構成に修
正し、それらの互換性を再確認する。

6.集団 : 集団は、遠征の目的を達成するための要
求と一致しているか？参加者、ルート、旅程、
活動、場所との相性は良いか？そうでない場
合、遠征にふさわしい集団構成に修正し、そ
れらの互換性を再確認する。

7.指導者、ガイド：指導者、ガイドたちは、遠
征の目的を達成するための要求と一致してい
るか？集団、顧客、ルート、旅程、活動、場
所との相性は良いか？そうでない場合、遠征
にふさわしい指導者、ガイド構成に修正し、
それらの互換性を再確認する。

8.装備 : 装備リストは、遠征の目的を達成する
ための要求と一致しているか？指導者、集団、
参加者、ルート、旅程、活動、場所との相性

は良いか？そうでない場合、遠征にふさわし
い装備リストに修正し、それらの互換性を再
確認する。

9.食料と水分 : 食料と水分の準備は、遠征の目的
を達成するための要求と一致しているか？装
備、指導者、集団、参加者、ルート、旅程、活動、
場所との相性は良いか？さわしい食料計画に
修正し、それらの互換性を再確認する。

10.宿泊：宿泊形態は、遠征の目的を達成するた
めの要求と一致しているか？食料、装備、指
導者、集団、参加者、ルート、旅程、活動、
場所との相性は良いか？そうでない場合、遠
征にふさわしい宿泊方法に修正し、それらの
互換性を再確認する。

11.移動手段 : 移動手段は、遠征の目的を達成す
るための要求と一致しているか？宿泊、食料、
装備、指導者、集団、参加者、ルート、旅程、
活動、場所との相性は良いか？そうでない場
合、遠征にふさわしい移動方法に修正し、そ
れらの互換性を再確認する。

12.通信手段 : 通信手段は、遠征の目的を達成す
るための要求と一致しているか？移動、宿泊、
食料、装備、指導者、集団、参加者、ルート、
旅程、活動、場所との相性は良いか？そうで
ない場合、遠征にふさわしい移動方法に修正
し、それらの互換性を再確認する。

13.予算 : 予算は、遠征の目的を達成するための
要求と一致しているか？通信、移動、宿泊、
食料、装備、指導者、集団、参加者、ルート、
旅程、活動、場所との相性は良いか？そうで
ない場合、遠征にふさわしい予算に修正し、
それらの互換性を再確認する。

14.安全管理とリスクマネジメント : 安全管理と
リスクマネジメントは、遠征の目的を達成す
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るための要求と一致しているか？すべての情
報が計画に含まれているか？予算、通信、移
動、宿泊、食料、装備、指導者、集団、参加者、
ルート、旅程、活動、場所との相性は良いか？
そうでない場合、遠征にふさわしい安全管理
とリスクマネジメントに修正し、それらの互
換性を再確認する。

15.トリプルチェック：出発直前には、最新の
天気予報と潮汐表を入手し、道路の路面状況、
登山道の状況、川の流量、積雪など、現地の

状況を確認する。出発時間に遅刻をする人が
いないように、参加者同士で連絡を取り合う。
最初の集合場所までの移動手段は各自で手配
してもらう。先に挙げた 14 のステップにつ
いて互換性はあるか、二重、三重の確認をす
る。最終的に遠征に行くか、計画を変更するか、
遠征自体を代替するか、キャンセルするかを
決断する。最後に、途中で計画を変更、もし
くは中断する必要があるかどうか判断基準を
定め、継続的に再確認する。

（訳者：堀松雅弘）

©Wilderness Education Association Japan
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体験学習の４段階
　体験学習は、「させられる」という受動的な学
習ではなく、「する」という能動的な学習である。
学習は実際の行動に深く根ざしていることから、
すべての学習は経験に基づいて行われている。し
かし、冒険プログラムでは、「実際行動」だけで
なく、そこに「ふりかえり」、「統合」、「継続」と
いう 3つの要素が加わることで、はじめて体験
学習として成立する。

・実際行動とは、はじめて経験する課題達成や
問題解決を伴う冒険活動を体験することであ
る。
・ふりかえりとは、デブリーフィングや類似し
たファシリテーション手法を通じて体験を内
省し、体験から得られた学びを明らかにし、

新しい概念の発見や既存の概念を明確化す
ることである。
・統合とは、体験を通じて得た学びによって
感情や思考、態度が変化し、日常生活へと
一般化することである。比喩表現を意図的
に使うことで、冒険体験の日常場面への一
般化を強化することができる。
・継続とは、周囲からの圧力やサポート不足
といった状況に直面しても、元の習慣や考
え方、感情に戻ることなく、日常生活にお
いて変化を維持、継続することである。

　有能な野外指導者は、これらの体験学習を促
進し、4つの段階のサイクルを繰り返すことで参
加者を変化へと導くことができる。

（訳者：青木康太朗）
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学習ループ
学習とは

・知識、スキル、才能、アイデア、専門知識に
おける能力の習得であり、

・長期間持続する永続的な変化へとつながり、
・感情、思考、行動において（情緒、知性、行

為において顕著な違いを伴い）、
・経験や環境との相互作用によってもたらされ

る。

　学習とは、8 つのステップからなる二重螺旋
（ループ）の循環プロセスで構成される。その 8
ステップを説明するために「メビウスの帯」を
用いる（図 1）。
　初めのループにおける４つのステップは、「体
験」、「帰納」、「一般化」、「定着化」である。学

習者は、学びのためのに計画された活動を体験
する。次に学習者はこれらの特定の活動をふり
かえる。学習者は、この学習体験において、帰
納的に体験をふりかえり、学習概念の一般化を
図る。この一般化された概念は記憶に保管され、
次の体験で活用される。
　次のループにおける４つのステップは、「演
繹」、「応用」、「評価」、「修正」である。学習概念は、
それが必要になった時に、記憶から引き出され、
新たな特定な状況に合わせて調整される。演繹
的なふりかえりは、新たな状況で試され、それ
がうまく機能するか、継続的に観察される。結
果の評価に基づき、学習概念は修正され、新た
に記憶される。このループは永遠に繰り返され
る。最初のループのあと、学習概念が試される
機会がないと、学習概念は次第に忘れさられる。

（訳者：横山誠）
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学習スロープ
　学習スロープは、パドリング、クライミング、
スキーなどのような心理的運動や身体的技能を
段階的に教えるのに役立つ。このスロープは、下
図に示すように、解説（話す）、実演（見せる）、
模擬（させる）、確認（質問する）の 4 つの指導
法が連続している。解説の段階では、特定のス
キルについてレクチャーを行い、学習者はその
情報を受け取る。実演の段階では、特定のスキ
ルを模範し、学習者がそれを観察する。模擬の
段階では、学習者が同じスキルを実践し、その動
作の評価を受ける。確認の段階では、学習者は

習熟度を評価するために提示された質問に答え
る。学習者がスロープを上がるにつれ、獲得す
べき心理的、身体的情報量が増加する。指導者
は、学習者の状態を観察し、漸増的に学習スロー
プを上がる。

・話す - 参加者は聞くけど忘れる。
・見せる - 参加者は見て覚える。
・させる - 参加者はやって理解する。
・質問する - 参加者は答えて活用できる。

（訳者：井上望）

©Wilderness Education Association Japan
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ティーチングフェイズ
体験前 体験中 体験後

WHY 指導の必要性
情報の活用
情報の
参加者のニーズ

導入
ブリーフィングとフレーミング

ふりかえり
体験の意味付け
適切な方法

WHAT 主観的問題
意図される目的
期待される効果
必要な情報
評価方法

ペース
学習速度

評価
基準を作った
使われた手順

HOW 方法とテクニック
フィードバックと評価

介入
調整

統合
学習とのリンク

WHO 参加者と参加者集団 中断
ティーチャブルモーメント

フィードバック
言語もしくは非言語WHERE 状況設定と集団役割

WHEN スケジュールと時間配分 再実行
再体験

フォローアップ
学習転移の促進
新たな行動様式

体験前の指導
・Why は、指導の理由や必要性について指し、

実践的・理論的な情報の活用や、知識、理解、
活用、概念・システムなどの情報量の多さや、
学習者のニーズに適切に応えられるかなどの
情報の妥当性などを検討する。

・What は、どのようなトピックをどのような
割合で取り扱うかなどの内容や題材を指し、ね
らいや目的に対しての達成目標や、そこで起
こり得ることや期待される効果、事業計画に
即した装備・設備に必要な情報、参加者のパ
フォーマンスを客観的・主観的に評価する方
法を検討する。

・How は、教授法を指し、例えば、ソクラテス
式問答法やフィードバックの与え方や受け取
り方など、評価の基準や手順の設定、適切な
情報の伝え方などの方法を検討する。

・Who は、参加者の集団や個人を指し、個人ま
たはペア、小規模集団での指導を検討する。

・Where は、指導するための最適な場所や天候
などの環境の状況設定、集団の中での役割な
どを検討する。

・When とは、いつ始めるか、いつ終わるか、

いつ休憩をとるかといったスケジュール管理
を指し、教えるべきすべての内容をいつの段
階で教えていくかなど順序付けを行う。

体験中の指導
・導入は、体験の枠組み（フレーミング）や目標

などについて説明（ブリーフィング）を行う（本
書第 14 章と 16 章を参照）。

・ペースは、参加者の多様性や学習スピードに合
わせた学習速度について情報を与える。

・介入は、学習は体験前の計画通りに進むことは
ほとんどなく、参加者の学習体験を学習目標
に向けて実施中に微調整を加える。

・中断は、ティーチャブルモーメントのために、
活動を止めたり、単に一息つくために休憩す
ることである。また、指導法が不適切、効果
的ではない、あるいは意図せぬ方向に行くと
判断した場合に指導を止めることも含まれる。

・再実行とは、参加者に再度学習の機会を与える
ことである。すぐに繰り返したとしても、前
回の体験と同じになることはないので、前回
の学習の強化と新たな学習の機会となるよう
指導する。
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体験後の指導
・ふりかえりを促すために、一人での黙想、グルー

プディスカッション、指導者が介入したふり
かえり活動、日誌への記入など多くの方法の
中から参加者にとって最適な方法によって体
験の意味付けを行う。

・評価についての基準を誰が設定するか（指導者
もしくは参加者か）、どのような手順を使うか
などを決めなければならない。例えば、参加
者のパフォーマンスに対して学習基準やねら
い、目標、期待される結果などによって評価
することができる。

・統合では、体験の一般化を図り、定着を促進す

るために、活動中の実体験を過去や未来の体
験と結びつけ、学習転移を図る。

・フィードバックは、すぐに行うのか、後で行う
のか、一部のみ行うのか、もしくは、言語的
なのか、非言語的な表現を用いるのか、さらに、
自分自身についてなのか、他の参加者につい
てなのか選択する。

・フォローアップは、学習転移の促進および強
化のために、公式または非公式の会合や再会
の場の設定、アクションプランの作成、新た
な行動様式のためのアドバイスやコーチング、
重要な他者からのフィードバックの場づくり、
専門家によるサポートの依頼などを検討する。

（訳者：橋本和俊）

©Wilderness Education Association Japan
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7 つの指導法
　指導者と参加者のどちらが主導で学習を進め
ていくのか、またそれが体験前・体験中・体験
後のどのタイミングであるのかによって、指導
法は異なる。どのタイミングで、指導者と参加
者のどちらが主体的に進めるかの組み合わせに
よって、「命令」、「指導」、「提案」、「助言」、「解説」、

「放任」の 6 つの指導法が生じる。また、７つ目
として、体験前・体験中・体験後のすべてのタ
イミングにおいて指導者と参加者がともに主体
的に関わって学習を進めていく指導法が「共有」
である（下図参照）。

・命令型指導法では、指導者が全ての選択の
責任を負う。専門的な情報を与えて、参加
者を学習へと動機付ける。

・指導型指導法では、体験前・体験中は指導
者が指導し、体験後の解釈、評価、統合は
学習者が行う。特定の状況でのハードスキ
ルの指導に効果的である。

・提案型指導法では、指導者は体験前の動機
付けや目標設定、及び体験後の解釈や評価
に責任を持ち、体験中は参加者が自由に学
習する。

・助言型指導法では、体験前のフレーミング
に指導者が責任を持ち、参加者が自ら体験
して、自ら解釈する。指導者は、効果的な
学習環境、目標、方法を設定する。

・解説型指導法では、体験後に指導者が体験
の解釈、フィードバック、フォローアップ
に責任を持つ。体験前・体験中に参加者の
観察を行う。

・放任型指導法では、指導者は全ての段階に
おいて、介入を避ける。成熟した学習者に
効果的である。

・共有型指導法では、指導者と参加者が、体
験の全てのフェイズで協働し、これ以外の
６つの指導法を柔軟に使い分ける。

（訳者：福富優）
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ファシリテーション
テクニック

　チャレンジ・バイ・チョイス は参加者に決定
権を与えるための手法で、参加者が挑戦のレベ
ル、リスクを決め、自分自身が望む方法で、望
む量、望むタイプのサポートを受けながら冒険
体験に取り組む。これにより、参加者は身体的、
社会的、感情的な活動への全面的または部分的
な参加や観察など、自分自身で参加の度合いを
選択することができる。チャレンジ・バイ・チョ
イスでは、ふりかえりについても同様に適用さ
れるため、話し合いの中でも同じように発言を
パスする権利もある。チャレンジ・バイ・チョ
イスは、参加者に以下を提供する。

• 困難や恐怖を伴う可能性のある活動に、サ
ポートと思いやりのある雰囲気の中で挑戦
できること。

• いい結果を出そうとするプレッシャーや自
信喪失が強くなりすぎたときに、一旦中断
することができ、再挑戦の機会が常に用意
されていること。

• 困難な課題に挑戦すること自体が、その結
果よりも重要であると認識されていること。

• 個人の考えやその選択が尊重されること。

　フルバリューコントラクトは、参加者が冒険体
験を始める前に、お互いを最大限に尊重するとい
う約束である。自分自身を含めお互いを過小評
価しないこと。これは、参加者の恐怖心を和らげ、
参加する意味を確認し、消極的な考えを減らし、
参加意欲を高めるために行われる。フルバリュー
コントラクトとは、以下のような約束である。

• 個人の目標、グループの目標を達成するため
に、自分を含めた一人一人を大切にし、協
働すること。

• お互いが身体的、精神的に安全な状態でグ
ループに参加できるように、リスクマネジ
メントやグループの行動規範に従うこと。

• 肯定的・否定的両面のフィードバックをお
互いに与え合い、変化が必要な時には行動
をよりよい方向へ変化するために努力する。

　中立を維持するということは、自分自身につい
て知り、また自分の限界を知ることである。様々
な信念、状況、あるいは参加者の解釈に対して、
自分の視点を合わせることができれば、最も効果
的なファシリテーションが可能となる。しかし、
一つの視点、特に自分だけの考えに合わせよう
とすると、うまくいかないことがある。参加者
との距離を近づきながらも中立性を保つことで、
ファシリテーションの過程において多様な対応
が可能となる。つまり、一つのテーマについて、
どちらかに偏ることなく、さまざまな立場をと
ることができるようになる。変化への道筋が一
本化されたり、固定化されたりすることは避け
なければならない。このように、体験から何を
得るかは参加者側の問題であり、自分はその問
題に巻き込まれないように柔軟に対応すること
が大切である。このような態度は、参加者が経
験から何を得るかの主導権を持つために、指導
者は柔軟な役割を担う必要がある。こうするこ
とで、参加者は自分自身のために設計された体
験に自由に取り組むことができる。

　ファシリテーションの準備では、事前に参加
者グループを調査し、冒険学習の体験に対する
ニーズと目的を把握する。自分の能力以上のファ
シリテーションをしてはならない。参加者が心
の悩みを打ち明けた場合、専門の資格を持って
いない限り、その問題に入り込むべきではない。
代わりに、その人に専門のカウンセリングを紹
介する。利害の対立、性的問題、価値観の違い、
参加者の権利、環境問題、個人とグループのニー
ズなど、倫理的な問題をどう扱うか、事前に検
討しておく必要がある。悪天候や疲労感などで、
体験からの学びに専念できなくならないように、
ファシリテーションの全過程に専念できるよう
な状況を整える。食料、水、日陰、休憩場所な
どの生理的なニーズが満たされていることを確
認する。
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　ファシリテーション開始前には、 チャレンジ・
バイ・チョイスとフルバリュー・コントラクト
について説明し、賛同してもらう。オープニン
グセッションで取り上げるべき項目は以下の通
りである。

1. どのような場合に、情報をグループ外で共
有されるかを参加者に理解してもらう。守
秘義務をお互いに守ることを約束し、限界
があることも理解してもらう。

2. 自分の行動に責任を持つのは自分自身であ
ることを参加者に理解してもらう。ファシ
リテーターとしての役割について、自分が
何をするためにここにいるのか ( 質問をす
る、話し合いを進める )、何をするためにい
るのではないのか ( 答えを提供する、自分
の意見を共有する ) を説明する。

3. 参加者が学習体験をふりかえることができ
るよう、十分な時間を確保する。ふりかえ
りの長さは、参加者の成熟度、ニーズ、能
力に合わせて決める。集中力が低下したら、
早めに話し合いを終了する。

4. 各体験の後は、その都度、即座に話し合う。
すぐに話し合うことが難しい場合は、体験
活動の終了後に簡単な話し合いのみ行い、
時間をかけた話し合いは後ほど行う。複数
日の体験の場合は、１日を通した話し合い
を定期的に行う。車などの音、川の音、風
の音などで聞き取りにくい場合でない限り、
活動場所で話し合いを行う。活動場所であ
れば、何がどこでどのように起こったのか、
より理解しやすくなる。宿泊を伴うプログ
ラムでは、湖畔の森の広場などの特別な場
所や、キャンプファイヤーや、食事の時な
ど決まった時間を決めて話し合いをする。
そうすることで、参加者は、決められた時
間や場所で集中して話し合いをすることが
できる。

5. グループメンバーは、アイコンタクトや顔
の表情、身振り手振りなど、ファシリテー
ションの過程にメンバーを見ることができ
るような物理的な環境が必要である。おた
がい見渡すことができ、温かく、リラック
スし、話し合いが行いやすい状況を整える
必要がある。例えば、参加者全員がお互い

を見ることができるような円形に立つ、あ
るいは座る。誰も逆光にならないように、
日影が望ましい。もしどうしても太陽に向
かう場所があれば、そこは参加者でなく、
ファシリテーター自身が陽射し側に位置す
る。また、あなたも輪の中に入って、話し
合いを誘導したり、身振り手振りから不快
に感じている人がいないかどうか確認した
り、アイコンタクトを取ったりする。ただし、
あなたが会話を支配したり、参加者を萎縮
させないよう注意する必要がある。

6. グループの尊重として、一人ずつ発言して
もらうようにする。こうすることで、一人
一人の意見を聞き、全員が発言に耳を傾け
ることができる。協力的な雰囲気を作るに
は、一定のルールを設け、参加者に理解し
てもらう。さらに、グループが独自のやり
かたを決めることができるようサポートす
る。例えば、自分の意見を言う、一度に一
人が話す、過去にとらわれず今ここについ
て話す、自分、他人、環境を尊重する、誰
にでも発言をパスする、発言しなくても良
い権利がある、すべての視点を受け入れる、
その人自体ではなく、考えに対して賛成ま
たは反対する、他者の発言に対して否定し
ない、秘密を守るなどが挙げられるが、必
ずしもこれらに限定されないようにする。

7. 成果と過程の違いを明確にする。参加者は
活動の成果について話したくなるかもしれ
ないが、話し合いの中心はグループダイナ
ミクスに集中するようにする。さらに、学
習転移と比喩の概念を説明する。プログラ
ムおよび活動全体を通して、参加者にはど
のように日常生活に活用することができる
のか常に意識してもらう。

　ファシリテーションの最中では、参加者が課
題に失敗したとき、彼らは自分の行動の成果を
どう修正するか、つまり、具体的にどんな行動
をすればよかったのかに集中する傾向にある。し
かし、それよりも、彼らの行動の過程、つまり
問題解決の中での人間関係やグループダイナミ
クスに話し合いを集中させるべきである。もし
話し合いの最中に、参加者が再度課題を継続し
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ようとするときは、話し合いの成果に満足する
まで中断させ、過程について話し合うよう意識
させる。
　他の体験を代用して話すことを避ける。「話す
ことによって学ぶ」ことは、ロールプレイや、シ
ミュレーションにおいて、予測ができ、再現可
能な結果を伴う場合には適切かもしれない。し
かし、冒険体験では、予測不可能で、個別的な
結果をもたらす特性があるため、グループのメ
ンバーは、ストレスのかかる状況下にいて、個
人のそれまでの行動パターンが影響を及ぼすこ
とがある。このような不確実性のため、参加者
の学習は一般的に多様で個別的である。ある経
験から得たものを参加者に伝えることは、参加
者の体験からの学びを台無しにすることになり、
場合によっては指導者がグループからの信頼を
失い、今後の学習支援の妨げになることもある。
指導者はファシリテーターであり、コーチでは
ないことを忘れてはならない。参加者は、何が
悪かったか、何が良かったかを言われるよりも、
自分自身で教訓を見つけ、それを自分のものに
した方が、より多くを学び、長く記憶にとどめ
ることができる。ふりかえりでは、参加者に新
たな気づきと学びに導くような質問をしていく
必要がある。

1. 話し合いは、ポジティブな話題からネガティ
ブな問題へと進み、ポジティブな雰囲気で
終わる必要がある。グループ全体に自由に
質問し、全員が聞き取れるような大きさの
声で話す。複雑な表現は避け、明確に、簡
潔に話す。一つの質問をした後、参加者が
その質問と答えについて考え、グループ内
でどのように対応するかを考える時間を十
分にとる。参加者の答えに耳を傾け、その
答えを正しく言い換えて、他の人に意図が
明確に伝わるようにする。すべての回答に
対して、感謝の言葉や、うなずくなどの非
言語的なシグナルを送る。

2. 全員が話し合いに貢献する機会を与えるよ
う、話し合いの「ゲートキーパー（門番）」
として機能する必要がある。沈黙も貢献の
一つの形であることを認識し、いつも静か
な参加者だけでなく、発言や余談が多く、

いつまでも話し続ける参加者にも注意する
必要がある。無口な参加者には、その場で
強制せずに、ランダムに指名して、話しや
すい環境を作る。優しく目を合わせ、前か
がみになり、魅力的な笑顔を見せる。もし、
その人が話をしたくないという選択をした
ら、その選択を尊重し、強制せず、他の参
加者の話に移る。

3. 話し合いのバランスをとる。ミスや挫折、
失敗などの弱点を常に検証するのではなく、
成功や達成などの強みを話すことで、そう
した否定的な意見とのバランスをとるべき
である。否定的な意見が多すぎると、苦悩
が長引き、「分析恐怖症」に陥ってしまうこ
とがある。自分の欠点を検証することを恐
れ、何も話したがらず、固まってしまう参
加者もいる。

4. リラックスした姿勢、オープンな表情、そ
して感謝の言葉で、参加者の貢献を歓迎す
る。参加者の身振り手振りや言葉遣いを観
察し、同じ動作と言葉で敬意をもってコミュ
ニケーションを返す。参加者をリードして、
言葉を提案したり、話を終わらせたりしな
い。答えを提示するのではなく、質問をす
る。参加者を他のグループと比較したり、
行動の良し悪しを判断したりしない。誤っ
たフィードバックをしない。不誠実な賞賛
や不当な批判をしない。参加者のために何
がベストか知っていると思い込んだり、参
加者に変化を強要しない。これは、制度化
された学校教育の報酬と罰の考え方を彷彿
させる。この結果、間違いを恐れるように
なり、1 つの正解しかないとグループに教
えることになってしまう。

5. 有益な意見として、威圧的な発言にも耳を
傾ける。そのような発言があった場合、そ
の点についてどう思うか他のメンバーにも
聞いてみる。必要であれば、発言者に要点
を確認し、別の表現に変更する。

6. 批判、注意されたよう受け取られないよう
に、脱線した話題を本題に戻す。発言内容
をテーマに関連付けるよう求めたり、時間
制限を設けて本題に戻る。話す人の考えを
支持しつつ、いったん保留にして、後で話
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す機会を与える。貴重な意見を阻害するこ
とになるので、本人と対立することは避け
る。

7. 長い話は丁寧に遮る。なぜ遮ったかの理由
を丁寧に説明する。何度も中断しなければ
ならない状況がある場合は、「1 本のマッチ
が燃えている間だけ話す」といった方法を
使い、話の長さを統制する。

8. 話し合い中は私語を慎み、参加者の学びの
妨げにならないように対処する。話し合い
を始める前に、この問題に注意を促すこと
で、ある程度は対処できる。私語が発生し
た場合、その理由を考える。ある人は他の
メンバーのために論点を明確にしているの
かもしれない。あるいは、話し合いがあま
りにつまらないので、2 人が横で別の話を
しているのかもしれない。その理由が適切
なものであれば、その２人にグループ全体
で考えを共有してもらうか、一度小グルー
プに分かれて話し合い、再びグループに戻
すこともできる。理由が不適切な場合は、
気が散っているのは話合いに集中するため
に逆効果だと説明したり、話し合いを打ち
切って次の活動に移ることもできる。

9. テーマに沿って参加者自身が質問するよう
促す。これにより、自己発見が可能になり、
参加者の学びに対する責任の一部を参加者
自身に委譲することが出来る。

10. 参加者の比喩表現に注意を払い、参加者の
喩えた表現を、その後の話し合いに取り入
れる。

　参加者の中には、失敗を恐れて問題を話し合
うのを嫌がる人、否定的なこと言うのを避けた
がる人、自分の問題のみを指摘する人、そもそ
も問題を話し合うこと自体に消極的な人がいる。
このようなとき、参加者が話し合いに参加する
意欲を高めるための方法をいくつか紹介する。

1. 非言語的な表現により、話し合いのきっか
けとするように、参加者に促すことができ
る。例えば、親指を立てて合図をしたり、
指で 0 から 10 までの数字で同意を表すこ
とができる。また、誰が一番貢献したか、
誰が一番人の意見を聞いていたかによって、

列を作ることもできる。ある発言が、的を
射ているか、的外れであるかを表すために、
仮想の「的」に近づいたり遠ざかったりす
ることもできる。

2. 「はい」か「いいえ」のクローズドクエッショ
ンで気軽に会話に参加できるが、それが話
し合いの全てとなってはいけない。参加者
は、「はい」か「いいえ」のどちらかで答
えることで、重要な質問をする前に、短く
簡単な答えで話すことに慣れることができ
る。クローズドクエッションでウォーミン
グアップした後、その回答に対してより深
い質問ができる準備をし、反対意見や自分
の考えを話すように動機付けることができ
る。

3. 意見を書くことで、その後発言しやすくで
きる。あなたの質問にすぐに回答できたり、
あなたが文章のはじめを提供し、残りの文
章を完成させたりすることができる。書く
ことで、参加者は自分の考えをまとめるこ
とができ、話すときに自分が伝えたいこと
を言い間違えなくなる。この方法は、消極
的な参加者にも、熱心な参加者と同じだけ
の考える時間を用意することができる。

4. 一人の時間を話し合いの前に用意し、話し
合いの準備をしてもらう。参加者は、これ
から話し合うテーマを考えるために、一人
で考えることができる。静かな音楽、自然
の音、または静寂は、内省を高めることが
できる。回答を考える前に、呼吸を整えたり、
瞑想したり、体を休めたりして、参加者に
自分自身を「中心に置く」ように促す。

5. ２人組もしくは３人組で事前に本題につい
て話し合う。２人組では、お互いの意見を
尊重し合い、より強い意志を持つことがで
きる。３人組にすることで、２人の話し合
いを、３人目が観察したり、質問すること
ができる。どちらの方法でも、参加者は自
分の意見を述べたり、相手の意見を言い換
えて報告したりすることができる。これら
の方法は、通常、他人のことを話す方が、
自分のことを話すことよりもストレスが少
ないので有効である。

6. プレゼントやポジティブフィードバックを
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通して、話し合いを促進することができる。
参加者は、自然物や、安価な材料で作った
物理的なプレゼント、もしくは、感謝の言
葉や、相手のよかったところを動作で表現
するなどの非言語的プレゼントを通じて、
お互いにフィードバックし合うことができ
る。形や動作に関わらず、プレゼントを贈
ることは、非言語的なコミュニケーション
が得意な参加者にとって、非言語と言語の
ギャップを埋めることができ、言語的コミュ
ニケーションに参加できるようになる。メ
ンバーのポジティブフィードバックを見つ
けるためには、活動のプロセスを観察し、
会話の質について注目しなければならない。
参加者は、プロセスや会話の質を注意深く
観察し、その結果をグループに共有する。
プレゼントもポジティブフィードバックも、
参加者の発言を動機付ける。

7. ラウンドでは、参加者が輪になって順番に
活動をふりかえる。ある人が体験を忘れて
しまった場合、次の人が付け加える。参加
者は、その体験の中から、良かった点、悪かっ
た点、簡単だった点、難しかった点、面白かっ
た点などを挙げていく。参加者は、これら
のポイントを特定するだけでよく、最初か
ら深く話し合う必要はない。最初はポジティ
ブな話題だけ発表し、参加者が十分にリラッ

クスしたら、ネガティブなトピックも扱う。
8. トーキングスティックでは、木の棒や、そ

れに変わるものを使って、順番に回しなが
ら話をしてもらう。この方法は、自分から
話さないメンバーに話す機会を与えること
ができる。名前を読んで指名するよりも、
棒が回ってくることによって、心の準備が
でき、自然に話し出すことができる。

9. 金魚鉢と呼ばれる方法は、グループを２つ
に分けて、片方がもう片方を囲むように円
になる。外側の円は、内側の円の話し合い
を観察し、発言の頻度や言動を記録する。
外側の円は内側の円に結果を報告し、その
後内側と外側で入れ替わる。

　ファシリテーション実施後、上記のテクニッ
クから実施したものをふりかえり、ファシリテー
ションがどの程度効果的であったか自己評価し、
必要であれば改善する。成功事例について、な
ぜうまくいったのか検証する。失敗した場合で
も、次回はどのようにすれば成果が上がるのか
検討する。ファシリテーターの同僚を作り、彼
らのファシリテーションを観察したり、彼らに
あなたのファシリテーションを観察してもらい
評価を受ける。そして最も重要なことは、頻繁
にこれらの同僚と一緒にファシリテーションを
することである。

（訳者：小澤新也）

©Project Adventure Japan
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3 つの学習転移モデル
　学習転移とは、参加者が冒険プログラムから
の学びを、参加者自身の実生活に統合すること
を意味している。しかし、参加者は冒険プログ
ラムでの学びを、職場、家族、学校などの他の
環境に転移できる場合もあれば、うまくいかない
場合もある。これらの環境は冒険プログラムの
環境とは全く異なる部分があるからである。冒
険プログラムの学習転移は、次の 3 つのモデル
で示すことができる。

１．特定の状況への学習転移は、参加者が体験
した状況と非常に近い状況で、特定のスキ
ル、習慣、またそれに関連する経験が活用
される。この学習転移では、習得したスキ
ルは、別の場面の、同様の状況において、
同じ方法で使用される。

２．一般的な状況への学習転移は、体験を通じ
て、普遍的な原則や行動を学習し、異なる
状況において応用する。つまり学びの過程
が、異なる状況下において調整される。

３．比喩的学習転移は、比喩を意識的かつ意図

的に使用することで、一般的な状況への学
習転移のような異なる 2 つの環境を関連づ
けて考え、学習転移するものである。比喩
とは、ある考え方、対象、描写を、別の考
え方、対象、描写に置き換えて、両者の類
似性を比較的に示すために使用される。つ
まり比喩的学習転移は、2 つの学習環境の
間に類似性が想像できるときに成立する。
このような比喩を用いることで、次のよう
な効果がある。

・自発化：参加者は誰の助けも借りずに、冒
険的な体験と自分の人生との間に重要かつ
関連性のあるつながりを自ら発見する。

・類似化：ふりかえりの話し合いや他のファ
シリテーションの手法により、参加者が異
なった環境間のつながりを発見する。

・構造化：参加者に代わって比喩的なメッセー
ジをより強く伝えるために、体験が意図を
持って構成され、導入される。

（訳者：市川雄一）

©Wilderness Education Association Japan
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ファシリテーションの種類

冒険プログラム レクリエーション 教育 自己開発  行動療法
目的 感情 意識と感情 行動、意識、感情 抵抗の解消、行動、

意識、感情
方法
ファシリテーション
テクニック

特になし
体験中心

基本
ファンネリング
ファンダメンタル

中級
フリージング
フロントローディング

上級
フォーティファイ
フォーカシング

冒険プログラムの分野とファシリテーションテクニックの関係

　冒険プログラムを提供することには、そのサー
ビスを受ける参加者に対して、提供できる、も
しくは提供すべきファシリテーションのレベル
を明確にする責任がある。上の表は、プログラ
ムの種類、目的、目的を達成するために最低限
必要なファシリテーション、そしてそれらに適
合するテクニックをまとめたものである。
　参加者があるタイプのプログラムを依頼した
時に、ファシリテーションのテクニックが不足し
ていたり、プログラムの目的が違ったり、望ん
でいたタイプのプログラムではないと受け取っ
た場合、その専門家としての評判や信頼性は損
なわれる。指導者として、自分がどのようなプ
ログラムをファシリテーションできるのか、ど
のようなテクニックがあるのか、そしてそれら
がどのように参加者の変化につながるのかを理
解しなければならない。
　ファシリテーションをしないことは、冒険レ
クリエーションプログラムには重要である。適
切な手順でデザインされれば、アクティビティ
が本来持っている豊かな特性により、自発的な
学習や行動を通して参加者自身の洞察や発見に
つながる。このアプローチは、特定の対人関係
の改善の目標達成には関心がなく、アウトドア
スキルの習得、楽しみ、レクリエーションに焦
点を置く。

　基本テクニックには、ファンダメンタル（基
礎的ふりかえり）とファンネリング（構造的ふ
りかえり）が含まれる。冒険教育プログラムに
おいては、まず初めにこの基本的なテクニックが
使用される。これらのテクニックは、次の体験（ふ
りかえり後）において、参加者の考えを変える
ことにつながる。
　中級テクニックには、フリージング（活動を
中断し、方向修正のための介入をする）、フロン
トローディング（体験の前に構造化された質問
をする）などがある。中級テクニックは、主に
自己開発のための冒険プログラムで使用される。
これらのテクニックは、体験中（活動中）に参
加者の行動を変化させることもできる。
　上級テクニックには、フォーティファイ（参
加者の変化への抵抗に対処する）、フォーカシン
グ（問題志向から課題解決志向への転換）など
がある。冒険療法のプログラムでは、高度なテ
クニックが必要になる。これらのテクニックは、
参加者が意識的または無意識的な抵抗や機能的
または機能不全的な行動を変化させることにつ
ながる。冒険療法のプログラムを担当する場合、
これらの技術を身につける必要がある。これら
の心理療法は、資格を持った心理療法士の監督
のもとで学んだ方が良い。

（訳者：稲葉明子）
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ファンダメンタル
基礎的ふりかえり

　話し合いをすることで、参加者は学習体験を
分析し、冒険から得た学びを今後の生活に転移
することができる。冒険に対する反応を言葉に
することで、参加者は自分の認識を強化し、他
の人の新鮮な視点から自己を分析することがで
きる。さらに、アクティビティの後に話し合い
があるということを知ることで、多くの参加者
は、体験中に何が起こってことにより注意を払
うようになり、グループダイナミクス、課題の
成果、グループプロセス等に対し、高い意識を

示すようになる。このような成果を得るために
は、参加者にとって価値のある内容や方法の話
し合いの場をつくり、ふりかえりのファシリテー
ションを行う必要がある。
　ふりかえりには、非構造的（あるトピックか
ら他のトピックへの移行）な話し合いと、構造
的（目的への直線的な進行）な話し合いがある。
非構造的な話し合いは、グループ内の問題を探
り、表面化させるのに有効な方法である。以下
非構造的なふりかえりの質問例を記載する。

（訳者：稲葉明子）

コミュニケーション
・効果的にコミュニケーションをとれたと思った時のことを
誰か話せますか？
・伝えたことが理解されたということをどうやって知りましたか？
・誰かが伝えようとしていることが分からなかったことがあ
りますか？
・コミュニケーションを取ろうとした中で何がうまくいかな
かったことはありますか？
・次回、もっと分かりやすく伝えるためにはどんな方法があ
りますか？
・次回、メッセージ（情報）を理解するために別の方法はあ
りますか？
・グループ内で伝え合う方法はいくつありましたか？
・どのやり方が最も効果的でしたか？それはなぜですか？
・コミュニケーションをとるために今後助けになることを学
びましたか？それは何ですか？

感情
・活動が完了するまでに感じた感情を挙げられますか？
・それは体のどこで最も感じましたか？
・その感情は自分のどんな信念からもたらされましたか？
・その感情の裏側にある核となる考えは何ですか？
・その感情は日常的なものですか？
・誰かにその感情を表現したことがありますか？もしない場
合、その感情をどう処理しましたか？
・普段、感情を表に出しますか？それとも抑えますか？
・同じような状況で違った感情を持ってみたいですか？もし
そうなら、次はどう感じたいですか？
・同じような状況で違う感情をもつためには、どんな信念が
必要ですか？
・メンバーを信じられますか？
・特定の感情を表現したことによって起こるかもしれない対
立についてどう思いますか？
・アクティビティ中の様々な場面で、他の人があなたに対し
てどのように感じていると思いますか？

非構造的ふりかえりにおける質問リスト
・これらの感情を表現しましたか？
・表現しやすいのはどんなタイプの感情ですか？最も難しい
のはどんな感情ですか？
・時々、ある特定の感情には気づきにくいと思いますか？ど
んな感情ですか？
・時にはグループに表現をすることが適切でない感情はあり
ますか？
・グループ内で非言語的に表現された感情にはどんな感情が
ありましたか？
・適切な感情を表現することは、課題を達成するのに役に立
ちましたか？それとも妨げにな理ましたか？

他人の評価
・他の人を評価することを避けるのは難しいですか？
・今日グループ内で、あなたが誰かを評価した時の例を思い
出せますか？
・あなたが他の人を評価しなかったのはいつですか？
・他の人を評価しなかったことであなたが得た利点は何ですか？
・あなたが評価しなかったことで、他の人が得た利点は何ですか？
・他の人を評価断すること・しないことが、アクティビティ
の達成にどのように影響しましたか？
・他の人の行動には評価しやすいもの、しにくいものがあり
ましたか？
・他の状況では評価が異なることがありますか？例えば？
・この状況で他の人を評価しなかった場合、何か不利益は考
えられますか？

傾聴
・課題達成に向けて提案していたのは誰ですか？
・それらの提案は全て聞かれましたか？例えば？
・どの提案が実行されましたか？
・他の提案が無視されたのはなぜですか？
・あなたの提案を聞いてもらったときどう感じましたか？
・人の話を聴くことを邪魔するものは何ですか？
・この妨害をどうやって乗り超えますか？
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・聴かないようにしていたことはありますか？どのように？
・今日もいつも通りの聴き方でしたか？
・もし違うなら、何が違いましたか？

リーダーシップ
・アクティビティの間、誰がリーダーシップをとっていまし
たか？
・どんな行動でリーダーシップが発揮されましたか？
・これらの行動がリーダーの特性だとみんなは同意できますか？
・これらのリーダーシップ行動に対し、グループはどのよう
な反応をしましたか？
・アイデアがうまくいくか定かでなくてもリーダーに従った
人はいますか？それはなぜですか？
・アクティビティの中でリーダーシップをとる人は変わって
いきましたか？
・彼らがリーダーシップを発揮していたと思う人は誰かいますか？
・このグループでリーダーシップをとるのは難しかったですか？
・あなたたちの何人かはなぜこのグループでリーダーシップ
をとらなかったのですか？
・他の状況や他のグループメンバーだったら、もっとリーダー
シップをとりやすかったですか？
・誰かがグループをリードしようとしたのを、あなたはうま
くいかなかったと思った時はありましたか？
・これにはなにか理由が考えられますか？無視されてどう感
じましたか？

フォロワーシップ
・アクティビティを通してフォロワーシップを発揮していた
人は誰ですか？どう思いましたか？
・違うリーダーに従ってみてどうだでしたか？
・あなたはグッドフォロワーだと思いますか？
・今日のグループで「フォロワー」という役割は重要でしたか？
・フォローしないということはリーダーシップにどう影響し
ますか？
・グッドフォロワーの特徴は何ですか？
・今後、フォローする能力をどのように証明できますか？

意思決定
・活動中にグループはどのように意思決定しましたか？
・意思決定の方法に満足していますか？
・グループでのコンセンサスを通して何らかの意思決定にた
どり着きましたか？
・意思決定はひとり、または何人かでされましたか？
・選択を迫られたとき、グループのみんなが意見を言いまし
たか？しなかったとしたらなぜですか？
・このグループにとって意思決定の最適な方法は何ですか？
・他のグループにも同じようなやり方を勧めますか？
・グループがどのように意思決定するのが好ましいですか？
好ましくないですか？

協力
・グループが協力している場面を具体的に思いつきますか？
・協力することをどう思いましたか？
・あなたはほとんどのことには協力しますか？

・協力することをどうやって学びましたか？
・協力の報酬は何ですか？
・協力することで何か問題はありますか？
・どんな協力的な行動が課題達成につながりますか？
・生活の別の場面であなたはどのように協力できますか？
・グループが協力しようとするのを誰かが邪魔しましたか？

多様性
・グループの何人かとあなたはどう違いますか？
・それらの違いはグループをどのように強くしますか？
・グループメンバー各々の違いが原因で、グループが特定の
目標を達成できないのはどんな時ですか？
・グループメンバーにほとんど違いがなかったら、どんなグ
ループになると思いますか？
・もしそうならどう思いますか？
・グループが目標を達成するのに、違いが役に立つ、または
邪魔をするのはどんな時ですか？
・グループの他のメンバーとどう違いますか？どのように似
ていますか？
・これらの共通の特徴はグループが課題に取り組むにあたり
助けになりましたか？
・これらの共通の特徴はグループが課題に取り組むにあたり
妨げになりましたか？
・グループメンバーの何人かと他の共通点があると思います
か？
・この課題は、他の人とどのように似ているかを発見するの
にどのように役立ちましたか？

信頼
・あなたがこのグループの誰かを信頼するのはどんな時ですか？
・信頼しやすい人とそうでない人がいますか？
・誰かを信頼するのがいいとは思わないのはどんな時ですか？
・ある人への信頼度はどうやって上がっていきますか？
・グループ全体への信頼度を１から１０で表せますか？
・あなたが信頼されている度合いはどの程度ですか？
・恐怖はあなたが誰かを信頼するのにどのように影響しますか？
・今日あなたがしたことで、誰かに信頼されるに値すること
は何ですか？

まとめ
・あなた自身のことで学んだことは何ですか？
・他のメンバーのことで学んだことは何ですか？
・あなた自身のことや他のメンバーのことをどう思いますか？
・あなた自身や他のメンバーに関する新たな疑問は何ですか？
・今日あなたが誇りに思うことは何ですか？
・どんなスキルが上がりましたか？
・今日のあなたのグループの中でとった典型的な行動は何ですか？
・今日学んだことを日常でどのように使いますか？
・あなた自身のことや他のメンバーのこでより強まった信念
は何ですか？
・このグループでまた活動するときに、あなたは何か違った
ことができますか？
・グループメンバーのことをなんと表現できますか？
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ファンネリング
構成的ふりかえり

フィルター 質問
1. 再生 ・先ほどの活動を再現、または確認をすることは出来ますか？

・その活動で必要だったものはどのような内容でしたか？
・上段に関して、あなたのパフォーマンスを 5 点満点で評価してください。＊ 5 が「とても良い」

2. 記憶 ・良かった、または悪かった（トピック）は覚えていますか？
・特にその〔トピック〕が良かった（あるいは悪かった）場面を思い出せますか？

3. 感情 / 影響 ・どのような感情を抱きましたか？
・それはあなたの気持ちに、どのような影響を与えたのでしょうか？
・その感情は、グループにどのような影響を与えたと思いますか？
・それは、課題にどのような影響を与えたのでしょうか？

4. 統合 ・この話の教訓はどのようなことでしたか？
・そこから何を学びましたか？
・今回のディスカッション（またはふりかえり）から学習した内容をまとめられますか？

5. 応用 ・今回の学習と学校に戻った後の生活につながりはありますか？
・その内容は現場で活かすことが出来ますか？
・あなたの家族と似ているところはありますか？

6. 仮説 ・次回はどのような工夫をしますか？
・あなたは、どのように変わりたいと思いましたか？
・宣言した内容を実行するために、協力をしてくれる人はいますか？

構成的ふりかえりの質問

　構成的な話し合いは、より明確にまたは直接的
に問題を確認して、改善することができる。構
成的ふりかえりを行うためには、論理的な流れ
を持ち、ふりかえりで使用する質問内容を順序
立て準備する必要がある。左図に示すファネリ
ングプロセスは、6 種類の質問とその流れを表し
ている。ファネリングモデルに基づく質問例は、
以下の表の通りである。

・再生の質問は、グループの関心、活動の目的
に基づいて特定にトピックに集中させる。

・記憶の質問では、そのトピックに関連する
出来事を同定させる。

・感情 / 影響の質問では、その出来事の個人の
感情への影響やグループの影響を共有する。

・統合の質問では、一連の出来事を通じて、新
たな学びについて焦点を当てる。

・応用の質問では、その学びと現実生活との
つながりを強調する。

・仮説の質問では、どのように行動を変え、日
常生活でどのように実行するのか尋ねる。

（訳者：江川潤）
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非言語的ふりかえりと
フリージング

　これまで述べてきたテクニックのほとんどは、
言葉でのふりかえりで適用される。グループで
の話し合いは、北米で行われるふりかえりの最
も一般的な形式である。しかし、すべての参加
者が自分の感情を言葉で表現することに長けて
いるわけではなく、英語を話せなかったり、言
語による表現能力が十分に成熟していなかった
りする人もいる。したがって、別の方法でふり
かえりを行う方が、言葉によるふりかえりより
も有益であり、プレッシャーを感じずに行うこ
とができる場合がある。そのためには絵画、演
劇（スキット）、音楽、ダンス、詩、文章、物語、
写真、プレゼンテーション、あるいは同じ活動
を繰り返すなど、非言語的なふりかえりの方法
を検討する必要がある。これらの方法は、参加
者の年齢や文化に合うものでなければならない。
しかし、これらの方法は、ルーティンになりか
ねないので、様子に合わせて以下に示すいろい
ろな方法を試すことが必要である。　
　絵画には、漫画、コラージュ、デッサン、グラフ、
絵画、彫刻、地図など、さまざまな形態がある。
漫画の吹き出しは、本当の気持ちを伝えることが
できる。古いアウトドア雑誌を切り取って、自
分の経験を解釈するコラージュを作ることもで
きる。自分の考えを表すためにポスターを描く
ことや、エネルギーレベルを時間と共にグラフ
化し、モチベーションの変化を推測することが
できる。自分の考えを伝えるために壁画を描く。
感情を表現するために粘土を彫ることもできる。
写実的なアートは、限られた時間の中で制作す
るのが最も難しく、また、実際に起こったことに
近すぎるため、議論を引き起こすのに役立たな
いことがある。抽象的で象徴的なアートは、比
喩的なつながりを持たせるのに最も適している。
例えば、川を下る旅は、日常生活の中でプロジェ
クトを完了するための旅のメタファーになり得
る。旅先の地図の上にプラスチックシートを使っ
て絵を描き、旅の途中の重要なポイントを書き
加えると、参加者は、2 枚目のプラスチックシー

トを使ったり、プロジェクトのタイムラインに 1
枚目のプラスチックシートを重ねたりして、プ
ロジェクトの重要なポイントを結びつけること
ができる。
　スキットは、体験中に起こったこと、起こる
べきだったが起こらなかったこと、そして次回
に起こることを期待することを、参加者が演じ
ることができる。スキットは、空想で作り上げ
ることも、グループメンバーを題材にすること
も、または実際の活動を再現することもできる。
参加者は、セリフを言うだけでなく、黙ってい
ても表現することができる。
　また、歌を歌ったり、楽器を演奏して学びを
表現することもできる。音楽は、一人で内省す
るときにも役立つ。表現力豊かなダンスや創造
的な動きは、音楽をより一層引き立てる。ポエ
ムは、自由な形式で書かれた詩だけではなく、
俳句のような短い一定の形をとることもできる。
文章記述は、新聞記事や量的・質的アンケート
のような分析的なものから、日記や短編小説の
ような創造的なものまで、さまざまな種類があ
る。指導者や参加者によるストーリーテリング ( 
物語を語ること ) は、引用、道徳、空想、伝説、
たとえ話、寓話などを通じて、比喩的なメッセー
ジを効果的に伝えることができる。
　写真、スライド、動画、インスタントフィル
ムのスナップショットなどの映像は、体験をふ
りかえるときに便利である。ビデオやオーディ
オを再生しながら、その時感じたこと、考えたこ
とを話してもらったりできる。壁に画像を表示
して、参加者にコメントをもらうこともできる。
　発表とは、冒険の成果を正式に発表すること
である。旅の報告書を書いたり、写真集を家族
と共有したり、次のグループにスライドショー
を見せたり、公開の発表の場で一般の人に新し
いスキルを披露したりすることができる。そう
することで、参加者は自分の体験を外部の人間
の視点から見つめ直すことができる。そして、
その過程で参加者は自分の人生を変えた冒険を、



46目次へ
まだ体験していない人たちに説明する方法を見
つけることができる。
　再体験とは、ふりかえりやフロントローディ
ングを行わずに、同じ活動を再び繰り返すこと
により、参加者は前の体験を自動的にふりかえ、
一回目にうまくいかなかったことを改善する機
会を得ることである。参加者はより良い成果を上
げようと努力するかもしれないが、しかしそれは
むしろ、プロセスを強化することになる。さらに、
グループのメンバーに役割を交換させることに
よって、他の人の立場となり、自己の過去の課
題を客観的に観察し、新たな行動に気づくこと
ができるかもしれない。

フリージング
　活動中に、参加者が思考や行動が停滞してし
まうことがある。これは活動前の話し合いでは
変化を約束したのに、今回の活動ではそれが実
行されなかったり、チームとして本来の課題から
危険なほど離れてしまっている状態である。こ
のようなときは、活動の中断を要求して、活動
を停止させ、よく考慮した質問を1つ投げかける。
このように注意深く介入し、重要な質問により
気づかせることで、参加者を現在停滞している
状況から解放し、グループを前向きな軌道に乗
せることができる。

（訳者：杉村厚子）

©Project Adventure Japan
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フロントローディング

フィルター 質問
1. 前体験 午前の最後の出来事は、今日の午後私たちが何をするのか個人的な経験はできました。これか

ら活動を開始する前に、再度グループの目的に対するコミットメントについてみんなで共有し
ませんか？

2. 活動の重要性 ・この学習は日常生活のどこで役立ちますか？
・なぜこの活動をしたいですか？

3. 学習目標 ・この活動を行うことで、グループは何を得られると思いますか ?
・この体験は何を教えるためにデザインされていると思いますか？

4. 望ましい行動 ・グループが成功するために何をする必要があるか ?
・このことを確実に実行するにはグループはどのような戦略を持っていますか？

5. 望ましくない行動 ・このグループが過去に行った際、立ちはだかった課題とは何でしたか？
・これらの課題が今後発生しないようにするためにはグループで何ができますか？

6. 結果の予測 ・このアクティビティで次に何が起こると思いますか？

フロントローディングの質問

　フロントローディングは、活動や学習体験の
前に質問をすることで、学習者の体験による行
動の変化を促すものである（左図と下表を参照）。

「フロント」とは、ファシリテーションが体験の
前に実施されることを意味する。また、「ローディ
ング」とは、体験中の学習が、あらかじめ示さ
れた情報と統合し、強化され、より付加される
ことを意味する。フロントローディングは、体
験後の再体験やふりかえりではなく、体験前に
学習者のレディネスを作り、より高い学習効果
を生む。

・前体験は、直前の活動を引用し、次の活動
にどのように取り組むか質問する。

・活動の重要性は、なぜその活動が必要なのか、
どう日常生活で活かすのか質問する。

・学習目標は、学習の目的や、活動によって
何を学ぶことができるか質問する。

・望ましい行動は、成功するためにどんな行
動が必要か、グループがより良くなるには
どうしたら良いか質問する。

・望ましくない行動は、逆に、成功を妨げたり、
グループとして避けるべき態度について質
問する。

・結果の予測は、グループに何が起こるかイ
メージさせる。

（訳者：村井伸二）
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フォーティファイ
問題行動への介入

　人は変化に抵抗するのではなく、変化させら
れることに抵抗感を感じるものである。参加者
は時に成長を強いられたように感じ、しばしば
抵抗することがある。さらに外的な動機を加え
ることは、内的な抵抗感を大きくすることがあ
る。ブロッキング（抵抗の抑制）は、時に有効
かもしれないが、抵抗感が起こる根本的な理由
を解決できないことが多い。抵抗は、どのよう
にすれば参加者に最も良い支援ができるかを教
えてくれるヒントだと考えることで、対処する
ことができる。このように、抵抗は参加者の反
発ではなく、彼らのニーズや問題を理解するた
めの励ましと捉えることを学ばなければならな
い。抵抗をブロックしたり、分散させたり、外
れさせたりしないで、参加者により良いサービ
スを提供するために活用する。

　フォーティファイ（抵抗の段階と対処）とは、
変化への抵抗感に対処する参加者の能力を強化
し、健全で機能的な行動を達成するために抵抗
を利用するための 6 つの方法の順番を指す（上
図参照）。この順序にしたがって、段階的に行う。
まず、最も負荷の低い方法を試す。それが失敗
したら、次の方法を試す形で進める。

１．説明とは、変化の必要性を認識していない
抵抗感のある参加者への対応である。なぜ
変化が必要なのか、他の人はどのように変
化しているのかを説明する。この方法の潜
在的な間違いは、指導者自らが説明をして
しまうことである。最初に対立関係を作っ
てしまうと、それが持続して、指導者が介
入するのを妨げるかもしれない。それを防
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ぐために、他の人に説明をしてもらうこと
が望ましい。グループの中から、その参加
者が尊敬している友人や同僚を選び、変化
の必要性と道筋を明確にする。

２．説得は、変化を起こそうとしない参加者に
変化の必要性を認識してもらうための対応
策である。それは、変化が起こるのに必要
な要素は何かについて参加者に示し、同意
してもらうことを含んでいる。

３．混乱は、意図した変化に同意しない参加者
への対応である。指導者が今起こっている
ことに純粋に困惑していることをグループ
に説明し、理解するのを助けてくれるよう
丁重に頼む。当然のことながら、「混乱」
のテクニックは、その質問の様子が嘘や皮
肉に聞こえると、大失敗を招くことになる。
指導者がオープンで正直な態度で、自分が
純粋に困惑していることが伝われば、参加
者は質問に答え始め、その状況に対する自
身の解釈と期待を話すようになる。あなた

の理解不足に応えることで、参加者は自分
の行動を見直し、同じ問題についてより理
解を深めることができる。

４．逆説とは、無意識に変化に抵抗する参加者
を納得させるための対応である。逆説とは、
常識に反するような、あるいは一般に受け
入れられている手順と反するような情報の
ことを指す。

５．二重拘束とは、意識的に変化を拒む否定的
な参加者への対応である。2 つの選択肢を
提供し、参加者をその 2 つ以外の選択肢を
無くすか、あるいは制限することを指す。

６．役割移行は変化に無関心な参加者への対応
である。参加者に、別の立場や役割を与え
ることで無気力な自分と切り離して考えら
れるようにする。

　もし、これらのテクニックをすべて試しても
効果がない場合は、参加者の活動への参加を終
わらせるか、辞退してもることが必要な場合が
ある。

（訳者：杉村厚子）

©Wilderness Education Association Japan
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フォーカシング
問題解決の 2 つの焦点

問題焦点型 解決焦点型
問題を減らすことに重点を置く 
参加者が何を間違っているか、正さなければならないかに注
目する
参加者が望んでいないことを強調する 
よりよくしなければならないことを強調する 
弱点をなくそうとする 
なぜ問題が起こるのか（何が原因で、何が持続しているのか）
に関心を向ける。

解決策を強化することに焦点を当てる 
参加者が何を正しく、正確に行っているかに注目する 
参加者が望んでいることを強調する 
すでにうまくいっていることを強調する 
強みを的確に追及する
問題が起きない時に関心を向ける（どんな良い状態があるか
ら起きないのか？） 

問題焦点型と解決焦点型の比較

　フォーカシングとは、参加者の意識と、指導者
としての注意をどこに集中させるかを示す。指
導者の焦点は、問題自体なのか、問題を解決す
ることなのかを明確にする。
　問題焦点型ファシリテーションでは、何がう
まくいっていないのかに注意を向け、機能不全
に陥っている行為を解決することに注意を向け
る。このアプローチでは、参加者が行動を修正
するのを助けるために、問題についてできるだ
け多くのことを知る必要がある。問題を理解す
ればするほど、その解決に貢献することがでる。
したがって、問題焦点型リーダーとしては、「な
ぜその問題が起こったのか」、「何がその原因な
のか」といった質問をする。
　解決焦点型ファシリテーションを使う場合、う
まくいっていること、つまり機能的な行動を特
定し、それを変化のモデルとして掲げ、ポジティ
ブな行動を参加者の現実に統合していく方法を
とる。このアプローチでは、問題の例外につい
てできる限り知っておく必要がある。この例外
を特定し、理解すればするほど、参加者の助けに
なる。したがって、解決焦点型指導者は、「問題
が起きないのはどんなときか」、「問題がないと
きは何が起きているのか」といった質問をする。
このアプローチでは、問題をより具体的に認識
することができるが、それはあくまでも解決策
に関連するものであることを忘れてはならない。
また、このアプローチでは、参加者がすでに行っ
ていることが有用であることを強調し、この知

識によって、参加者は自分たちの強みを明確に
し、理解し、さらに強化することにつながる。
　尺度の使用は、冒険体験の後にパフォーマン
スを自己評価するための一般的な手法である。
例えば、グループのメンバーに、体験の中でど
のように協力したかについて指を使ったり書い
たりして 0 から 10 までの尺度で評価するよう求
めることができる。0 は全く協力的でないことを
表し、10 は完全に協力的であることを表す ( 尺
度が逆だと勘違いしないよう、尺度の両端を定
義する )。参加者は、尺度を用いることによって、
経験を定量的に評価し、自分たちのパフォーマ
ンスについて議論することができる。
　例えば、あるグループが協力関係を平均 5 で
評価したとする。問題焦点型指導者の場合、協
力の平均点を上げることを妨げたマイナス要素
を特定し、調査し、排除することに参加者の意
識をむけさせる。そして、これらのネガティブ
な要素を減らすことで、次の冒険の経験を完成
させることに集中させる。解決焦点型指導者は、
スコアを下げないようにしたプラス要素につい
て考えるよう求める。そうすることで、参加者
はこのプラスの要素を増やしていくことに集中
できるようになる。また、グループのメンバーに、
今後、協力のスコアを高めるために、小さなこ
とでもより良くすることがあるかどうかたずね
ることもできる。以下の図は、問題焦点型ファ
シリテーションと解決焦点型ファシリテーショ
ンを比較したものである。
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　参加者の質問に対する答えや問題の解決策は、
多くの場合、問題の例外の中に見つけることが
できる。これは、参加者に「その問題が起きて
いないとき、代わりに何が起きているのか？」
と質問することでわかる。例えば、あるグルー
プの問題が信頼の欠如だとしたら、その例外（参
加者同士がうまく信頼できていた時期）に注目
する。もし、参加者がお互いを信頼できたこと
がないと主張するなら、推測できる例外（信頼
できたと想像される状態）について尋ねてみる。
この問題がないときは、どのような状態なのか？
もしグループがもっと信頼していたら、どうな
るか？もしもっと信頼していたら、あなたは今
と違って何をしていたか？もっと信頼している
ことを、どうやってわかるのか？
　例外に関する質問は、問題ではなく、解決に

意識を集中出来る内容にする。これらの質問に
答えることで、参加者は、これまでとは違う行
動を取るべきだと言うことに気がつく。これは、
参加者に、別の方法で行動するための示唆を与
えてくれる。
　以下のフローチャートは、解決に焦点を当て
たアプローチを使う野外指導者の重要な意思決
断を表したものである。最初の決断には、参加
者がプログラムへの参加を決定した時から、冒
険体験が始まるまでの間に、参加者が何かしら
の体験前の変化を経験したかどうかが基点とな
る。もし、参加者がポジティブな行動をとったら、
指導者は、そのような変化に直接焦点を当てる。
なぜならば、彼らはすでに 自ら行動に移してい
るからである（つまり、 うまくいっていることを
もっと実践することを支援するのである）。
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基準 キーワード 質問
1. ポジティブに 代わりに 代わりに何をするのですか？
2. プロセスに どのように どのようにするのですか？
3.「今」「ここ」 軌道に乗っている あなたがここを離れて順調な時、自分自身に対して

違うことをしたり、違う言葉をかけたりしますか？
4. できる限り具体的に 具体的に 具体的に、どのようにするのですか？
5. 参加者の統制下で あなたは その時、あなたは何をするのですか？
6. 参加者の言葉で オーナーシップ 実際の参加者自身の言葉を追加してください 

解決焦点型における基準、キーワード、質問

　もし参加者が冒険体験前に何の変化も見られ
なかった場合、指導者は参加者の体験の中に問
題の現実的な例外があるかどうかについて注視
する（「問題が起きない、あるいは少なくとも他
の時ほど強くない時はないのか」）。そのような
例外がある場合、指導者は、その例外が意図的
なものか（つまり、参加者が必要なときに出せ
る行動）、自発的なものか（つまり、その行動が
起こり、参加者がそれをどうやって出したのか、
なぜ出たのか分からない状態）を見分ける。目
的は、その行動を特定し、うまくいっているこ
とをもっと意図的に実践できるようにすること
である。自然発生的な例外の場合は、それがど
のように発生するかを見つけ、それ部分的に試
し、それがうまくいったら、より実践するよう
にする。
　問題行動に対する例外が見つからない場合、指
導者は、問題に対する仮説的な例外を作成する。
そのような例外の典型的な例として、とってお
きの質問がある。「明日の朝、あなたが目を覚ま
すと、問題が消えていたとしましょう。あなた
は、どのようにして、あるいはなぜそうなった
のかわかりませんが、ただ、もうそこには問題
がないことはわかります。もし、そうだとしたら、
あなたは何をするのか？また、どのように行動

するのか？どう変化するのか？」重要なことは、
これを少しずつ実行し、この小さな断片がうま
くいったら、さらにそれを実行することである。
　今までに、ほとんどの参加者は、フローチャー
トにある 3 つの質問のうちの 1 つに「はい」と
答えているはずである。しかし、例外的に、指
導者は、参加者が変えたいと思う、あるいは変
える必要がある部分を特定するために動くこと
がある。このプロセスで変化の要素が発見され
ると、次第に大きな変化を試していくことにな
る。解決志向の行動が確立されたら、次の表に
まとめた 6 つの基準を使って、対応のための目
標を設定する。
　問題解決に焦点を当てた処理の能力を高める
ことを基本とし、冒険プログラムの参加者と企
画者は、参加者の将来の目標を構築する。成功
するための 6 つのガイドラインは以下の通りで
ある。(1) 問題解決志向の言葉を使いながら前向
きに、(2)「動詞化」のテクニック（動詞の最後
に -ing をつけて行動志向にする）を使ってプロ
セス重視で、(3) 今ここで、現在の行動の成功に
焦点を当てて、(4) 目標設定を明確にするために
できるだけ具体的に、(5）参加者がコントロー
ルできる行動を、(6）自分の言葉で書くことで、
より自分事として捉えられるようになる。

（訳者：杉村厚子）
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フレーミング
　フレーミングは活動の導入に使われる。よく
知られている「スパイダーウェッブ」というイ
ニシアチブゲームで、流通業の倉庫で働く人を
例としたフレーミングを紹介しよう。

１．物語による比喩：あなたは爆発する火山や
急上昇する洪水から逃げていて、20 分以
内にグループ全員を危険な場所（こちら側）
から、安全な場所（あちら側）へ移動させ
なければならない。移動方法はこの巨大な
くもの巣を通り抜けることである（越えた
り、潜ったり、回り込んだりすることはで
きない）。巨大なくもの巣の隙間は 1 人ず
つしか通ることができない（一度使った隙
間はそれ以外の人は通れない）。くもの巣
に触れると、巨大なくもが反応し、全員が
捕まってしまう（やり直しはできるが延長
は無い）。

２．一般的な課題設定：くもの巣のようなネッ
トのこちら側からあちら側へ移動する。そ
の際ネットを越えたり、回り込んだり、下
を潜ったりすることはできない。それぞれ
が独自の穴を通過しなければならない（同
じものを 2 度使うことはできない）。制限
時間内であればひもに触れてもやり直しが
できるが延長は無い。持ち時間は 20 分。

３．参加者の日常的な文脈による課題設定：あ
なたの課題は、不満のある顧客（こちら側）
を満足した顧客（あちら側）に変えるよう
な顧客サービスを行うことである。あなた
は顧客一人ひとりに合ったサービスを行わ
なければならない（1 人に対して１つの穴
しか使えない）。もし 1 人でもサービスに
失敗すると（ネットに触れると）、あなた
は全ての顧客の信頼を失う（全員最初から
やり直し）。

４．参加者の現実的な課題に喩えた課題設定：
流通ネットワークへようこそ。この課題で
は、あなたの倉庫（こちら側）から私の店
舗（向こう側）へ、流通ネットワークを通
じて商品（人）を輸送することである。私
の店舗は異なる場所にあるため、それぞれ

の配送（人）は、それらの異なる場所に到
達するために独自のルート（穴）を取る必
要がある。もし商品が輸送中に破損した

（ネットに触れた）場合は、自主的に倉庫
に戻して修理や交換を行い、再度出荷する
必要がある。もし私の店舗が破損した配送
品を受け取った場合、あなたの大切な顧客
である私はすべての配送品を返却し、再発
注する（全員最初からやり直す）。あなた
方全員で 20 分以内にすべての配送を完了
させることが業務である。

　これらの導入は、ゲームのルールは変わってい
ないが、参加者は提供されたフレームワークに
応じて異なる方法でふりかえりを行う。「物語に
よる比喩」は、「一般的な課題設定」の場合より
も遊び心があり、参加者を動機付けるかもしれな
い。「参加者の日常的な文脈による課題設定」と

「参加者の現実的な課題に喩えた課題設定」の 2
つの場合は、よりシリアスになる。「参加者の日
常的な文脈による課題設定」で扱う比喩は普遍
的で一般的なものである。対象が企業社員の場
合、ストーリーはビジネス一般に関するもので、
どの業界にも通用する。「参加者の現実的な課題
に喩えた課題設定」では、ストーリーはファシ
リテーターによって、その参加者だけに合うよ
うに綿密に構成される。グループはそれぞれ違
うので、別のグループで再利用することはでき
ない。さらに、ゲームのすべての要素が職場に
強くマッチしている（強力な比喩になっている）
だけでなく、ゲームの解決が業務において望ま
しい解決でなければならない。倉庫で働く人々に
とって、これは彼らの仕事であり、彼らの倫理
的な問題でもあり、そして彼らだけにあてはま
る。「参加者の日常的な文脈による課題設定」と
は、同じ構造であるが、参加者にとっては異なっ
た意味合いや機能を持つ。
　どのフレーミングも、どのグループにも、ど
のタイプのプログラムにも使用できるが、次の
表に示すように、特定のプログラムでは、特定
のアプローチがより適している。体験の比喩を強
化することは、学習の伝達において強力な影響
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冒険プログラム レクリエーション 教育 自己開発 行動療法
目的 感情 意識と感情 行動、意識、感情 抵抗の解消、行動、

意識、感情
フレーミング
テクニック

物語による比喩 一般的な課題設定 日常的文脈への比喩 現実的課題への比喩

冒険プログラムの分野とフレーミングテクニックの関係

を与える。ふりかえりによる気づきの抽出では、
「これはどのように人生に似ているか」という質
問で、参加者に比喩について考えるよう求める。
フロントローディングでは、「この物語から得ら
れる教訓は何だと思うか？」と尋ねることで、こ
れから起こる比喩を想像するように求められる。

参加者の現実的な業務に喩えた課題設定は、参
加者に前もって比喩を伝え、彼らが学習体験の
間、活動の中で示される行動が人生で望まれるも
のと同じであることを意識し、その枠組みの中
で行動することを可能にする。より強い比喩が、
より大きな学習の伝達をもたらすことになる。

（訳者：杉村厚子）

©Project Adventure Japan
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上のモデルは、指導者がとるべきリーダーシップ
スタイル（専制的、民主的、放任的）は、目標
に向けて課題達成するための機能（Y 軸）、人間
関係を良好にし集団維持するための機能（X 軸）、
包括的な状況の快適度（Z 軸）により決定される
ことを示している。状況の快適度は、下の表に
示す 5 つの要素で定義される。
　中程度の快適度において、集団維持を重視す
る場合は放任的スタイル、課題達成を重視する
場合は専制的スタイルをとる。課題達成と集団
維持のバランスを重視する場合は、民主的スタ

状況における
リーダーシップモデル

イルをとる。快適度は、5 つの要素の総合評価に
よって決定する。スタイルの選択は、5 つの要素
だけではなく、指導者の好みにも影響を受ける。
　状況の快適度が高い場合、集団維持を重視する
方向へシフトし、放任的スタイルが優勢になる。
しかし、課題達成を重視するならば、民主的ス
タイル、もしくは、専制的スタイルが適切である。
　状況の快適度が低い場合、課題達成を重視す
る傾向が強くなり、専制的スタイルが適してい
る。しかし、集団維持を重視するならば、民主
的スタイルまたは放任的スタイルが適切である。

（訳者：島崎晋亮）
低 状況の快適度 高
天候が悪い
ぺリルやハザードが多い
統制困難な主観的リスク

環境的危険因子
天気が良い

ぺリルやハザードがほとんどない
統制可能な客観的リスク

まとまりがない
不信、競争的
未熟、無責任

参加者集団
まとまりがある

信頼、協力的
習熟、責任感

初心者
能力がない、技術が低い、できない
自信がない、経験不足、無知

参加者個人
熟練者

能力がある、技術が高い、できる
自信がある、経験豊富、知識がある

能力がない
信頼感がない、判断力がない
ストレスがある、疲労している

指導者
能力がある

信頼感がある、判断力がある
自己管理、健康的

問題がわかりにい、不明瞭
解決のための時間と資源が不十分
課題が難しい、失敗を受け入れがたい

結果の不確実性
問題がわかりやすい、明瞭

解決のための時間と資源が十分
課題が容易、失敗を受け入れられる
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　上図で用いられているグループの成熟段階は、
次の 5 段階である。形成段階（グループが最初
に集まる段階）、葛藤段階（グループが課題解決
に取り組むなかで対立が始まる段階）、安定段階

（グループと個人の行動規範がつくられる段階）、
成熟段階（グループの生産性が高く、効率的か
つ効果的に課題遂行ができる段階）、解散段階（終
結や解散の段階）。
　一般的に、野外指導者は課題達成と人間関係
の維持に関心をよせ、　リーダーシップスタイル
は課題達成機能（P: パフォーマンス機能）と集

集団成熟に応じた
リーダーシップスタイル

団維持機能（M: メンテナンス機能）の相互作用
によって決定する。優れた野外指導者は、グルー
プの成熟段階に応じて、柔軟なリーダーシップ
スタイルを発揮することが求められる。形成段
階では、専制的リーダーシップスタイル（指示型）
から始める。葛藤～安定段階では、民主的リー
ダーシップスタイル（提案型～参加型）で集団
成熟を促進する。成熟段階では、放任的リーダー
シップスタイル（委任型）の発揮に努める。解
散段階においては、専制的リーダーシップスタ
イルに戻る。

（訳者：高山昌紀）
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コミュニケーションと
フィードバック

５．メッセージは、コミュニケーション経路を
通り、音声、視覚、触覚の組み合わせで転
送される。

６．受信者は送信者からメッセージを受信する。
７．受信者は、言語化された概念、表出された

感情、および身体的行動を解読する。記号
化された考えは再び認知的概念となり、表
面化した感情は内的感情に変換され、身体
的行動は意図された行動として可視化され
る。

８．受信者は、これらの概念、感情、行動の意
図を解釈する。

９．伝達されたメッセージに対する認識に基づ
いて、受信者はパフォーマンスや信念を変
化させることで、メッセージに肯定的また
は否定的に反応する。

１．発信者は、伝えたい概念、感情、行動を生
成する。これは、発信者がその概念、感情、
行動を想起することである。

２．発信者は、この思考を特定のメッセージに
記号化する。メッセージの中には、認知的
な概念は言語的な言葉となり、内的な感情
は外的な表情として表現されたり、目に見
える行動は物理的な動作となる。

3．発信者は、アイコンタクト（視覚）、身体的
接触（触覚）、または個人名（言語）を使用
して、受信者との接続する。送信の前に接
続が確立されていないと、通常、受信者は
メッセージを受信することが難しくなる。

４．発信者は、概念、感情、行動などの記号化
されたメッセージを受信者に送信する。
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とは、単に一字一句繰り返すのではなく、異な
る言葉を用いて言い直すことである。例文や反
対語を使うと、より効果的な言い換えをするこ
とができる。
　印象を確認することで、気持ちを再確認し、
受信者が送信者の感情を正しく理解しているか
どうかを判断する。非言語的な手がかりとなる、
ボディランゲージを読み取り、その根底にある
感情状態の認識と印象を読み取る。
　観察された行動や、送信者の意図を表現する
ために、とるべき行動を記述する。受信者は、
送信者を評価や非難をすることなく、また送信
者に対する個人的な偏見に影響されることなく、
観察したものを記述的に報告する。

（訳者：林健児郎）

　適切なフィードバックは、以下のような特徴
がある。

・評価的ではなく、記述的である
・一般的ではなく、具体的である
・意図的である
・変化の方向を示す （受け手が行動できる）
・押しつけではなく、要求される
・タイミングが良い
・受け手の理解を深められる
・グループで理解を深められる

　パラフレーズ（言い換え）は、概念を確認し、
受信者が送信者の考えを正しく理解したかどう
かを判断するためのものである。パラフレーズ

©Wilderness Education Association Japan
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対話チェックリスト
　積極的な聞き手、観察者として重要なことは、
話し手のボディランゲージを注意深く観察する
こと、正しくメッセージを受け取っているかを
確かめるためにフィードバックを与えたり集め
たりすること、そして、細かい情報を取りこぼ
すことなくコミュニケーションの文脈の中で処
理することに時間をかけること（例え、沈黙の
時間だとしても）が挙げられる。以下は、その
テクニックである。

1. 参加者とのアイコンタクトを維持する。
2. 身を乗り出すようにして、心理的な接近を

示す。
3. 言語的・非言語的な肯定で、関心を示す（例：

同調しながらうなずく）。
4. 参加者が話すのを促すために、間をとって

待つ。
5. オープンクエスチョン（自由回答形式の質

問）を使って、参加者が話を続けるよう促
したり、より深い説明を求めたりする。

6. 参加者の発言を要約したり言い換えたりす
ることで、参加者の考えを理解しているこ
とを示す。

7. 参加者の言葉の裏にあると思われる感情に
適切に対応する。

8. 判断（決めつける言い方）よりも、気遣い
を表現する優しい口調で話す。

9. 参加者が変えられないと認識している行動
と、変えられると認識している行動を判別
する。

10. 参加者の行動における様々な解釈に対し
て、心を開き続ける。

11. 参加者が言っていることに好奇心や興味
を持ち続ける。

12. 最初から賛成や反対を表明することは避
け、「面白いね」などの中立的な言葉を使っ
て、まずはメッセージを理解したことをシ
ンプルに示す。

13. 公然と反対したり、話題を変えたりして、
対話の焦点を話し手からそらさない。

14. どのようにして自分自身の聞くスキルを
改善することができるか、他の指導者から

のフィードバックを求める。
15. フィードバックにてよりよくするための

具体的な行動について耳を傾ける。

　人前で話すことは、少し不安になるかもしれ
ないが、野外指導者として不可欠な技術である。
人前でスピーチ（講演）ではなく、プレゼンテー
ション（発表）を心がけ、以下の提案を試して
みよう。

1. 自分らしく、自然にふるまう。虚勢をはっ
たり、誰かのスタイルを真似ようとしたり
しない。自然発生的に起こることを許容す
る。原稿を読んだり、一方通行の発表はし
ない。プレゼンテーションを通してあなた
自身を熱意で輝かせる。感情、性格、信念
を抑え込まないようにする。

2. プレゼンテーションの前に、声のウォーム
アップを行い、発声、声の強弱、投影、仕
草などの練習をする。緊張を和らげるため
に、リラクゼーションのテクニックを試す。
うまくいかなかったらということは考えな
いようにする。

3. 可能であれば、早めに到着し、視聴覚機器、
教材、配布資料など、必要な備品を準備す
る。メモを利用する場合、読みやすく、正
しい順番で書かれていることを確認する。
ただし、メモに依存しすぎない。

4. 聞き手と、聞き手の理解力を把握しておく。
参加者の理解力の範囲を超えた話題は避
け、上から目線で話さないようにする。聞
き手に敬意を払う。聞き手を意識して、話
す内容を準備する。聞き手の年齢、教育レ
ベル、知識、興味、人数を考慮して準備する。

5. 情熱的であり、準備周到であること。論理
的な順序でプレゼンテーションを組み立
て、リハーサルを行い、内容についてよく
理解を深めておく。正直なフィードバック
を与えてくれる友人を相手に、話す練習を
しておく。

6. プレゼンテーション中は、動き回るように
する。そして、姿勢よく立ち、様々な人と
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視線を交わしたり、効果的なボディーラン
ゲージを使ったり、安定した呼吸で声をコ
ントロールしたりし、様々な話し方によっ
て、明確さ、音量、スピード、音の調子を
変化させるようにする。

7. 堂々と話す。周囲の雑音に負けないように、
はっきりと、大きな声で、ゆっくりと話す。
単調な話し方や、単語の羅列は避けるよう
にする。音節をはっきり発音し、似たよう
な発音の言葉を区別する。声の抑揚を使う
ことでスピーチの調子を変化させ、音量を
変えることで重要なポイントを強調する。

8. プレゼンテーションの内容と実生活を結び
つけるために、具体例や比喩を多く用いる。
具体例を明確に示し、重要な概念を強調す
る。また、重要な概念について要約し、声
の大きさや調子を変えて強調し、重要であ
ることを示すために何度か繰り返す。一気
に話さず、時々、間を取る。沈黙すること
も効果的な手段となる。プレゼンテーショ
ンのアウトラインを看板、ホワイトボード、
スクリーンに表示して、議題を提示する。
参加者はこのアウトラインを見て、プレゼ
ンテーションの進行状況を知ることができ
る。「道標」となる言葉として、議題で用
いられた言葉をうまく使い、プレゼンテー
ションにおける現在地を伝える。俗語や使
い古された決まり文句は避ける。シンボル、
イメージ、比喩に富んだ、生き生きとした
言葉を使う。重要な言葉はアウトラインに
リストアップし、参加者が知らないような
言葉は必ず定義付け、説明する。

9. プレゼンテーションに対する聞き手の反応
に気を配る。ボディーランゲージや活力の
度合いを客観視する。参加者が退屈してい
るようであれば、ポイントを絞ってプレ
ゼンテーションを短くする。プレゼンテー
ションの内容が、中身がなく退屈な場合は、
視聴覚機器を用いて刺激を加えることを検
討する。百聞は一見に如かずであり、スラ
イド、ビデオ、写真、そしてプロジェクター

でさえ、プレゼンテーションの質を高め、
その結果、学習効果も高めることができる。
聞き手からの反応やコメントには、言い換
えたり、繰り返したりして、全員に聞こえ
るように対応する。このような声の提供を
無視しないこと。そのかわり、全ての貢献
を称賛したり強調したりする。そして、よ
り深い理解を促すような質問を参加者に投
げかける。

10. 一見、質問することは比較的簡単そうに
見えるが、いくつかの手順を選択すること
ができる。明確で簡潔なオープンクエス
チョン、つまり、「はい」や「いいえ」の
ような短い回答では答えられないような質
問をする。一度立ち止まり、考える時間を
十分にとるようにする。答えがすぐに出な
い場合は、グループの誰かに答えを求める。
答えをよく聞いて、みんなが聞こえるよう
に言い換えたり繰り返したり、答えてくれ
た人に反応する。グループから出される回
答の数が減ってしまう原因は、アイディア
を批判することである。そうならないよう
に、各人の貢献に感謝の意を示し、より詳
細な説明を求めるようにする。回答が正し
くない場合は、質問を追加して、あなたは
間違っているということを告げることなく
学習者がその事実に気付けるようにする。
参加者の意見を理解しようとする中で、自
分の論理の誤りを発見したり、新しい視点
で物事を見ることができるかもしれない。
常に、回答してもらったことを、プレゼン
テーションの学びや、実践例、そして次の
質問につなげるようにする。

11. プレゼンテーションの後、重要なポイン
トをまとめ、参加者から質問を受ける。答
えがわからないときは、わからないと伝
え、後で調べることを約束する。参加者か
らフィードバックを求めたり、その後参加
者がプレゼンテーションの内容を活用して
いるか観察する。

（訳者：岡田成弘）
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集団危機解決の６段階
集団危機と自己・他者への関心
　コンフリクト（葛藤）とは、2 人以上の参加
者同士または指導者との不調和や意見の相違に
よって引き起こされる社会的摩擦や緊張のこと
で、冒険プログラムにおけるグループダイナミ
クスの自然な一部分である。それを大きな学び
と変化を得るために用いることもできれば、成
長と利益の可能性を台無しにしてしまうことも
ある。コンフリクトでは、少なくとも一人の参
加者が、他の参加者の信念や行動を受け入れが
たく思い、進行を妨げたり、邪魔したりして、
相手に対して行動するようになる。対立が解決
されないまま放置されると、対立が悪化し人間
関係が永久に損なわれる可能性がある。このよ
うな事態に陥ると、グループは時間の浪費、パ
フォーマンスの低下、モラルの低下、不適切な
行為などを経験するようになる。野外指導者に
は、しばしば、参加者間の解決を仲介したり、
参加者が自分で交渉できるように支援したりし
て、対立を和らげる責任がある。指導者が対立
の一部となった場合は、中立性と客観性を欠く
ことになるため、解決のためのファシリテーショ
ンの役割を果たすべきではない。
　コンフリクトにおいて、人々は自己と他者に
対する関心を持つが、その関心がある場合とそ
うでない場合がある（左上図 )。自己と他者の
両方の関心が低い場合、1 人または複数の参加
者は、すべてのこと、すべての人を拒絶するこ
とによって、衝突を回避することができる。自
己への関心が高く、他者への関心が低いと、互
いに対立し競争する。自己への関心が低く、他
者への関心が高い場合、一方が他方に譲歩する
ことで、他者に権限を委譲する。自己と他者の
両方の関心も高い場合には、折衷案を見いだす
ことでお互いを支援し、協力し合う可能性が高
くなる。関心事が高いところと低いところの中
間にある場合、彼らは、いくらかの見返りを得
るために少し与えることによって、妥協と調和
を図ることができる。
　対立をうまく解決するためには、クライアン

トが考えや感情を共有することにオープンであ
ること、話したり聞いたりしてコミュニケーショ
ンと信頼を築くこと、視点を交換して協力する
こと、許容できる結果について合意を見出すた
めに妥協することが必要である。次の図は、対
立を解決するための 6 つのステップを示してい
る。

集団危機解決の６段階
　コンフリクトと参加者について、事前にでき
る限りのことを学び準備する。彼らの対立の背
景とそれぞれの参加者の固有のニーズを理解す
る。双方の意見の相違点を特定し、その相違点
を詳細に定義する。中立的で、快適な環境を整え、
そして十分な時間を準備する。
　双方の許可を得た上で、問題をさらに深く理
解するための情報収集をする。それぞれの参加
者と個別に対話し、彼らの感情や期待について
確認する。紛争の背景には何があるのか、しっ
かりと把握する。次のステップに進む前に、解
決策を提案するような誘惑は避ける。このよう
な救済行為は、指導者の中立性を失わせ、指導
者を紛争に引き込み、以後の支援をできなくな
る可能性がある。その代わり、参加者が自ら解
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決策を発見できるよう支援する。
　双方の和解への努力の意思が確認できたら、
対面での情報交換を開始する。これには、話を
始めることへの同意、意図や望む結果を共有す
る意思、そして話し合いを進めるための一定の
ガイドラインへの同意が含まれる。ガイドライ
ンには、対立をその原因から切り離すこと、攻
撃しないこと、「私は ...」から始まる意見を言
うこと、相手の話を遮らずに聞くこと、相手に
自分のことを理解してもらう前に、相手を理解
しようとすること、自分が正しいように話すと
同時に自分が間違っているように聞くことなど
が含まれる。指導者は、話し合いの中で、情報
開示を促し、問題を明確にし、誰もが理解でき
るような言葉に言い換え、参加者がガイドライ
ンに従っていることを観察する。
　参加者がお互いを完全に理解していることを
確認したら、中間点を目指して交渉を開始する。
参加者に、自分が何を提供できるのか、その見
返りに何を望んでいるかを述べるように促す。
最良の結果（要求するものをすべて手に入れる）

と最悪の結果（すべての要求を譲歩する）の間
にある理想的な中間点に向けて作業を行う。論
争が起こった場合、それぞれの参加者にガイド
ラインを共有してもらい、有意義なアイデアの
流れを維持することで、論争（相手を言うこと
を聞かない）ではなく、対話（相手の言うこと
を聞いて理解する）を促す。
　協力と妥協のメリットとデメリットを明確に
する。自分が見返りを得るために、相手に何か
を少し与えることで、協力による妥協を促進す
ることができる。もし、それぞれの参加者が、
相手の望む要求を 1 つでも譲ることができれば、
論争は和らぎ、敵対心は消え、進展する。和解
の鍵は、論争が終了すまでに同等の価値がある
と認識させ妥協点を見つけることである。敗北
感、屈辱感、復讐心を抱くことなく、Win-Win
の結果にすることで、双方の合意を可能にする。
　一度コンフリクトが解決したら、口頭で結果
を要約し、決定内容を確認し、合意を行う。和
解を祝福し、その後の関係性を継続観察する。

（訳者：山本亮二）
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野外指導者倫理
関係、身体的接触 / 非性的接触、行動管理、
参加者の身体的ニーズ、参加者の身体的処
置、リスクの適切な利用、参加者が代替サー
ビスを得るための支援、機密保持、ティー
チングまたは専門的プレゼンテーションで
の事例教材の使用、参加者のデータの保管
と廃棄

6．認識（より広いコミュニティのニーズに対
する社会的責任）

7．客観性（参加者との関係性を、アドベン
チャーセラピスト / アウトドアリーダーと
参加者という役割だけに限定すること）

8．奉仕（参加者の社会的問題に取り組むこと
で、困っている人々を支援すること）

9．社会的正義（例：社会の不正義に挑戦する、
特に社会で最も大きなレベルの不公平な行
動や考え方にさらされている参加者のため
に）

10．人の尊厳と価値（個人の権利を尊重する）

　これらのガイドラインはすべて、冒険プログ
ラムと野外指導の専門職を発展させるために重
要なステップである。しかし単にこれらのガイ
ドラインに従うだけではなく、倫理的な判断の原
則を適用し、活用し、実行することが重要である。

（訳者：阪田晃一）

　自らの職業の倫理的基準を知り、それを活用
する。野外指導者は、参加者に対するプログラ
ムの適切性を検討するとともに、フィールドに
おける倫理的な振る舞いとはなんであるかを、完
全に認識しておく必要がある。以下に野外指導
者に必要な倫理基準における 10 のカテゴリーと
検証方法を提示する。

1．資質（自分の能力を超えて仕事をしない）：
能力の限界を知り、継続的なトレーニング
を行う

2．誠実さ（参加者に対して正直、公平であり、
尊敬の念を持つこと）：他の専門家との交
流し、助言や指導を受ける

3．責任（参加者の幸福と環境への配慮）：専
門家としての判断基準、プログラムの開始
と期間について明示する、環境への配慮

4．尊重（参加者と仲間の基本的権利、尊厳、
価値）：差別に対する方針、エンパワーメ
ントの倫理、冒険的なプログラムの本質と
成果の説明、インフォームドコンセント、
料金、広告、他人による情報の歪曲の可能
性について、公的な見解と推奨事項

5．配慮（参加者の生理的・心理的ニーズと幸
福）：職業上の関係性、二重関係、性的な
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合理的倫理モデル

はこの次に残っている 3 つのどのステップに進
んでも、倫理的な意思決定を行うための基盤と
なる。
　倫理的ルールとは外部で確立された行動規範
である。冒険プログラムと野外指導の倫理規定
に最も近いガイドラインは、先に述べた職業倫
理がある。
　倫理的原則とは、特定の行動様式または存在
状態に関する永続的な信念であり、それに従っ
て行動すると、関わるすべての人々の利権と福
祉を守ることができるものである。自律心とは、
個人の行動が他者の権利を侵害しない限り、個人
が行動と選択の自由を持つことを意味する。良
心とは、何よりも人に危害を加えないことを意
味する。慈善とは、野外指導者の行為の焦点が、
他者の健康と福利に貢献することである。忠誠
とは、忠実であること、約束を守ること、人々
の権利に忠実で尊重することを意味する。正義
とは、個人が平等に扱われることを意味し、公
正の概念を意味する。
　直感的思考、倫理規範、倫理的原則で倫理問題
を解決できない場合は、状況に関連する要因を決

　野外指導者は、いくつかの選択肢のうち、ど
ちらの選択をしてもリスクが伴う場合に、倫理
的なジレンマに遭遇する。そのようなジレンマ
を解決する上で大切なことは、あなた自身の選
択に信念を持つことである。
　上記のモデルは倫理的ジレンマを解決する手
順を示している。これは、問題を段階的に検討
するために、複数の倫理的推論のステップを順
番に踏むことを表している。あるステップで根
拠のある倫理的判断ができない場合、次のステッ
プに進む。通常下流のステップの方が、上流の
ステップに比べ、問題へのアプローチが、より
一般的で、抽象的になる。
　直感による倫理的反応は、何を正しいと感じ
るかという問いに対する反射的な感覚や、いわ
ゆる本能的な反応のことである。これらの決断
に関する倫理的信念がしっかりと確立されてい
るので、「一般的な道徳的感覚」で答えが得られ
る。
　直感で倫理的決断ができない時には、選択肢
を広げ、その選択肢やその結果、潜在的な影響
を評価することが必要となる。このステップで
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定するのに役立つ 2 つの倫理的法則を実行する。
１つは、選択肢を比較し、バランスを取ることで、
関係者全員に回避可能な最小限の害であるもの
を選択する。バランスをとるということは、行
動が最大数の人々に最大の幸福をもたらす場合
にのみ、その行動が倫理的に正しいということ
を示唆している。もう一つの普遍性とは、同じ

ような状況においては、同じような倫理的行動
を行い、一般化するということである。ある状
況で 1 つの方法で行動することが倫理的である
場合は、類似した状況においてもまたそのよう
に行動する。すべての同様のケースに普遍的な
法則として公正かつ広く適用できる場合にのみ、
行動を実行する。

（訳者：柴田大吾）

©Leave No Trace Japan
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集団意思決定

　上の図に示されている意思決定への 6 つのア
プローチは、専制的から放任的なリーダーシッ
プスタイルに移行するにつれて、協調的になっ
ていく。指示的意思決定では、リーダーが決定
を下し、グループに情報を提供し、参加者の理
解を確認し、その決定に対する参加者の反応を
受け入れつつも、修正することなく実行する。
指導的意思決定では、専門家として指導者が意
志決定し、情報を提供し、確認するまでは同じ
だが、今度は参加者の反応に基づいて決定内容
を調整する。どちらのアプローチも、専制的な
スタイルのもとで行われる。
　民主的なリーダーシップ スタイルでは、グ
ループは意思決定においてある程度平等な役割
を果たす。助言的意思決定は、リーダーがわず
かに力の優位性を持っている。リーダーは意思
決定を行う際に参加者から意見を集め、必要に
応じて調整し、グループからの承認を得る。一
方、グループのメンバーがわずかに力の優位性
を持っている場合、彼らは通常、多数派の意見
に従う共有型意思決定を選択する。リーダーは
意思決定の過程に貢献し、影響を与えるが、グ
ループがよりコントロールして意思決定を行う。
　リーダーシップのスタイルがより放任的にな
ると、グループはより相互に創造的で協働的に
なる。参加者と合意による意思決定は、ある決
定について合意に達するよう議論をするが、と
きには合意に達しないことがある。合意とは、
その決定に同意できること、反対意見がないこ
とを意味する。また、グループが十分に習熟し、
指導者が気になることがなければ、すべてにお

いて 100％参加者の合意に委ねる非関与的に決
定がなされることがある。
　指示的にリーダーが決定する状況では、決定
をグループと共有し、それに対する反応を評価
し、個々の質問に答えを共有し、実行する上で
の参加者の役割を理解しているかどうかを確認
する必要がある。または決定を実行する際には、
柔軟性を保ち、必要に応じてその場で修正する。
もし、グループの意見を聞いて決定する指導的
アプローチや、参加者の貢献に基づいて決定・
修正する助言的なアプローチを選択する場合は、
決定に参加する参加者の役割、潜在的に危険な
決定に対して指導者が拒否権や変更権を持つこ
と、どんな状況下でそうするのかを明確にする
必要がある。
　グループで決定する状況では、状況の概要を
説明し、決定のプロセスをグループに委ねる。　
多数決の場合、意見が別れた場合は少し、全員
一致の場合は、非関与というように自分の立場を
示しておく。多数決の意味、コンセンサスに達
するためのプロセス、全員一致の原則などを示
しておく。どのアプローチを使用するかは、問
題の緊急性とグループの意思決定の動機、コミュ
ニケーション能力、および利用可能な時間を考慮
する必要がある。必要に応じて時間制限を設け、
制限時間が過ぎたらあなたが代わりに選択する
か、状況の緊急性に応じて方向転換する。グルー
プで決定するアプローチを、あらかじめ指導者
が決めた決定に誘導しない。この介入は、参加
者と築いた強い絆を壊し、あなたとメンバーと
の対立に発展する可能性がある。

（訳者：水津真委）
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50 の認知的バイアス

バイアス / 効果 概念 例 対策
傾
向

バイアスの盲点 人と比べて自分はバイ
アスの影響を受けてい
ないと考えること

他人はこの固定観念に対して偏見
を持っていると知っているが、私
はそうではない。

自分のバイアス、とりわけこの表
に記載のものをじっくり吟味する
こと。

ダニング＝
クルーガー効果

熟練者は自身の能力を
過小評価する一方で、
初心者は自身の能力を
過大評価する傾向にあ
ること

私は 5.14 をリードするほど完璧
な実力はないが、初めてのカヌー
にしては有能だった。

臆病で怖がっている人だけでなく、
傲慢で大胆不敵な初心者もアシス
トできるようにすること。

過大視バイアス 実現可能な結果以上の
結果を期待するため、
結果を誇張すること

これくらい大きな魚を釣ったこと
があり、皆はそれで何日間も食べ
ていくことができた。

先導の際は、自分の経験や報奨を
正確に伝えるようにすること。

ハロー効果 1 つのことに優れてい
るだけで、全てのこと
に熟練していると考え
ること

私は優秀な登山家なので、カヌー
の漕ぎ手としてもスキーヤーとし
ても優秀だ。

クライアントの能力が簡単に 2 倍
になると考えないこと。

コントロールの錯覚 外部的事象に対しての
自分の力や管理能力を
過大評価すること

私は自分の屋外活動においてコン
トロール能力を持つが、飛行機、
電車、又は車の乗客である場合は
コントロール能力を持たない。

自分の管理能力が全く及ばないこ
とについて合理的に考え、心配事
に固執しないようにすること。

ネガティビティバイアス ポジティブな経験より
もネガティブな経験を
思い出す傾向にあるこ
と

怪我をしたことを覚えている。登
頂後に下山しているときのこと
だった。

自分のポジティブな経験を心に留
め、ネガティブなことに思いを巡
らすことを避け、それに固執しな
いこと。

正常性バイアス 起きていない災害に対
して備えようとしない
こと

非常用対策は必要ない。私たちが
そんな事態に見舞われることはあ
りえない！

「事前に計画された準備で、残念な
結果を防ぐことができる」の 5P
を忘れないこと。

自信過剰バイアス 自分の正確性または能
力を過信すること

私はこの件について正しいと確信
している。私はめったに間違えな
い。

間違える余地を残すこと。自分は
ただの人間であると弁えること。

心理的リアクタンス 自分の自由が制限され
ないように、言われた
ことと反対のことをす
ること

自分の命を落とそうと、私はそれ
ができることを示し、彼らが間
違っていることを証明してみせ
る。

自分がこの「逆心理」によって操
られていないか自分自身に問いか
け、これを変える。

現状維持バイアス 変化に対して抵抗しよ
うと、現状維持を好む
こと

彼らが私にそうさせるなどありえ
ない。今のままでよい。

人生において、変化が唯一の不変
である。これに慣れ、これを受け
入れる。

バイアス / 効果 概念 例 対策
インパクトバイアス 事象の影響の強度と持

続時間を過大評価する
こと

今までにない悪天候が何日も続い
た。

強烈な事象の影響を買いかぶるこ
とは避ける。

50 の認知的バイアス

  意思決定はいつもスムーズで正確なプロセスで
あるとは限らない。バイアス、つまり、現実や
真実ではなく、誤認や虚偽に基づく事前の思い
込みは、意思決定の過程や正確性を妨げる場合
がある。そのような誤った意思決定に陥らない
ために、有能な野外指導者はバイアスを理解し、
それを回避するべきである。以下の表には、野
外指導者が対応すべきバイアスが記載されてい

る。これらを理解し、対応することで、意思決
定の精度を上げることができる。自己の学びの
ため、もしくは参加者への指導のためのいずれ
の場合においても、自己の意思決定を記録する。
これは指導する必要がほとんどない余裕のある
ときに行うべきである。コースの後に、自己の
意思決定のプロセスの中にバイアスがないか分
析し、同僚と共にそれらをふりかえる。

（訳者：徳田真彦）
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バイアス / 効果 概念 例 対策

予
測

実験者効果 期待する結果に合わせ
て無意識に情報を操作
すること

私はネガティブな情報を耳にする
のを好まないため、その情報の重
要性を軽視する。

自分の業務上の意見や理論を否定
するような矛盾をすべて受け入れ
る準備をする。

楽観バイアス とりわけうれしい良い
ことなど、楽観的な結
果が得られるだろうと
過大評価すること

エベレストの初期の登山者は失敗
について楽観的に話す傾向にあ
り、登山成功が身近になると失敗
について悲観的に話す傾向にあ
る。

過剰に楽観的もしくは悲観的な時、
とりわけクライアントが会話を聞
いているときは慎重になる。

悲観バイアス とりわけ恐ろしく悪い
ことなど、悲観的な結
果となるだろうと過大
評価すること

計画錯誤 タスク完了までにかか
る時間を過小評価する
こと

私の所属する大人数のグループが
その仕事を終わらせるための時間
は十分にあるだろう。

特にグループでの作業において、
タスクや計画に余分に時間を当て
る。

疑似確実性効果 逆説的に、ポジティブ
な結果が期待できる際
にリスクを避け、ネガ
ティブな結果が予想さ
れる際にリスクを探し
求めること

これは簡単に成し遂げられそうな
ので、終わらせる前に少し身を引
こう。これはうまくいきそうにな
いから、失うものもないし全力で
行こう。

とりわけグループでの作業におい
て、この逆説を認識することで、
自分自身及び他人のリスク負担を
コントロールし、過剰に楽観的ま
たは悲観的な見通しを重要視しな
い。

回帰効果 高い価値を過大評価
し、低い価値を過小評
価すること

私は宝くじに当選し、自動車事故
に合うことも絶対にないだろう。

ポジティブまたはネガティブな結
果が起こる確率について現実的に
考える。

リスク補償効果 認知された安全性が大
きいほど、大きなリス
クを負いたがること

ここには何の危険もない。頑張っ
て成し遂げて、達成したら逆立ち
をしよう！

状況が安全に見えても、危険は軽
減しないことを知る。

時間節約バイアス 速度を上げたり落とし
たりする際に、節約し
た時間の計算を誤るこ
と。速度が遅いと判断
を誤った場合、節約時
間を過小評価し、速度
が速いと判断を誤った
場合は節約時間を過大
評価する。

同じ距離に関して、速度を 2 倍遅
くした場合、速度を 2 倍速くした
場合に比べて節約できる時間は少
なくなり、速ければ速いほど多く
の時間を節約できることは明らか
だ。

完全に理にかなうか推測するより
も、計算をする。（この事例は第
16 章で詳しく解説しています）

通い慣れた道効果 通り慣れた道を通るの
にかかる時間を過小評
価し、不慣れな道を通
る際にかかる時間を過
大評価すること

以前にもそこに行ったことがある
ため、キャンプにつくまでさほど
時間はかからないだろう。そこは
初めて行く場所だ。暗くなるまで
にたどり着けないかもしれない。

地図や技術など、客観的な情報源
から時間と距離を測定する。記憶
は非常に不正確である場合がある。

バイアス / 効果 概念 例 対策
嗜
好
性

曖昧さ回避 情報不足の選択肢を避
けること

そのことについては分からないの
で、今はまだ考えないでおこう。

不足データの代わりに良識を持っ
て判断する。

おとり効果 古い選択肢と同様の選
択肢が新しく出てきた
ため、新しい方に変え
ること

あなたの選択肢が気に入った。以
前に聞いたものととても似ている
ように聞こえた。ますます気に
入ってきた。

「古い」情報を新しい方法で繰り返
しているだけの見せかけの「新し
い」データに騙されないようにす
る。

区別バイアス 2 つの同様の選択肢を
別々ではなく、一緒に
評価する際に、それぞ
れ異なるものとしてみ
ること

この選択は、もう一方の選択と同
様に見えてもそれよりもはるかに
良い選択だと私は感じる。

差別化要因を見つけるために、同
様の選択肢との比較を行う。差別
化要因がない場合、当該の選択肢
は同一のものである。

単純接触効果 自分が精通しているか
どうかによって、過度
な好感度または軽蔑を
示すこと

私はそのやり方を熟知していて、
そのやり方が [ とても好き / あま
り好きではない ]。

身軽さを維持するために、中立性
と客観性を維持する。

不作為バイアス 割愛された情報の方が
採用された選択肢より
も優れているととらえ
ること

それらの不足データは有用なもの
に違いない。探しに行こう。

不足データの代わりに良識を持っ
て判断する。

オーストリッチ効果 明らかに悲観的な情報
を無視すること（現実
逃避）

為すすべはないので、今はいった
んあきらめよう。

否定的な情報を無視すると命取り
になりかねない。否定的な情報に
気を配る！
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バイアス / 効果 概念 例 対策

嗜
好
性

反応度効果 敵対者から得たデータ
の価値を故意に切り下
げること

私はあなたが好きではないので、
私はあなたの考えを信用できな
い。

好きではない人の良い考えや正し
い考えに耳を傾ける。

切り下げ効果 見込んだ情報しか見な
いこと

私はそれを可能性として意識して
いないので、無視しよう。

普段は目に入らない情報への警戒
を続ける。

センメルヴェイス反射 自分の考えと逆だから
という理由だけで矛盾
するデータを却下する
こと

私はそれに反対なので、それはさ
ほど重要ではないだろう。次に進
もう。

貢献を価値ある貢献として認識し、
受け入れる。

パーキンソンの
凡俗法則

取るに足らない情報を
不適切に重視すること

それはとても重要だ。私たちはそ
れを中心に頑張ろう。

重要ではないデータを見極め、他
の人にもそれを認識させる。

バイアス / 効果 概念 例 対策
選
択
性

信念バイアス 結論の認知に基づく論
理的議論を評価するこ
と

それは何がなんでもうまくいくは
ず！うまくいくわけがないのでそ
れが本当なはずがない。

選択肢を評価するにあたり、結果
に関する自分の好みに作用されな
いようにする

保守性バイアス 新しい証拠を検討し受
け入れた後に、過去の
信念の見直しが不十分
であること

あなたの言っていることも理解で
きるが、それでも変わらず私たち
は進み続ける。

新しい証拠を考察し受け入れる際
は、自分の思考や計画を改めるに
あたり、それを公平に活用する必
要がある

継続的な影響効果 修正が必要な情報に直
面しても誤情報を信じ
ること

それが間違っていることは知って
いるが、それでもそれは完全に理
にかなっている。

データに基づく修正を受け入れ、
誤情報を払いのける

実験者バイアス 自分の意見に賛同する
データを支持し、そう
ではない情報を重要視
しないこと

私の選択によく合うそれらのデー
タが際立って好きだが、この別の
情報はさほど好きではない。

敢えて反対の立場を取り、自分の
好きな情報のみを「選り好み」し
たいという欲望を回避する

偽の合意効果 他人がどれくらい自分
に賛同してくれるか過
大評価すること

反対意見はありますか？ありませ
んか？はい、それでは計画を実行
に移しましょう！

人々が予想通りあなたに反論する
よう、十分な時間を取る。　

帰属バイアス グループ内の 1 人の人
の意見を全員の意見と
し、個人的に異議を唱
えてもグループの決定
事項が皆の一方的な好
みであるとすること

私はあなたの考えに賛同し、反対
意見を耳にしていないので、あな
たが皆の意見を代弁していると確
信している。したがって、あなた
の考えを採用し、その選択肢に従
うとしよう。

外向的な人の意見をグループ全体
の意見として受け入れないように
する。内向的な人も意見を言った
り、人々が反論したりできるよう
に十分な時間をとる。

集団奉仕バイアス 好かれたいが故、情報
を有益なものと誤って
評価すること

私は人気者になりたいし、あなた
の気分を害したくないので、あな
たが気に入るような提案をしよ
う。

自分の中立性と客観性を維持し、
リーダーはしばしば不人気な選択
をしなくてはならない。

入力バイアス 期待値と観測値を誤っ
て同等視すること

いつも忙しくしていて、アウトド
ア派の人は生産性の高いリーダー
であると私は考える。

因果関係を誤って解釈したことに
よる間違った思い込みに飛びつか
ないようにする。

共有情報バイアス 共有されている情報に
ついての議論に多くの
時間を費やし、共有さ
れていない情報にはあ
まり時間を費やさない
こと

知っていることについて話しをし
よう。知らないことについてあれ
これ考えを巡らせても無駄だ。

分からないときは、不足している
データの代わりとして良識をわき
まえた判断をする。

ゼロリスクバイアス 小さなリスクを計算上
ゼロとみなすこと

それはとるに足らないことなの
で、そのリスクについては心配無
用だ。

リスクを無いものとして無視する
前に、当該のリスクが重要ではな
いことを確認する。

バイアス / 効果 概念 例 対策
帰
属
性

権威バイアス 専門家の意見の方が自
分の意見よりも正確で
あると決め込み、専門
家の意見に簡単になび
くこと

私はリーダーであり、これに関し
ては当然訓練を積んできた。ちゃ
んと分かってやっている。

専門家の意見を受け入れるタイミ
ングをよく考える。専門家の意見
を重要視しすぎない。

選択支持バイアス 自分の選択を実際より
も良いものとして記憶
すること

これは以前にやったことがあり、
この方法が一番よかったと記憶し
ている。

繰り返しになるが、記憶は非常に
不正確である場合が多い。落ち着
いてその選択肢について考える。

確証バイアス 先入観の確証を得るた
めに情報を探し解釈す
ること

私はこの情報が気に入った。私た
ちの計画によく合っているので、
引き続きこの情報を使おう。

矛盾する情報を探す時間を取り、
その情報を使って概念を却下する。
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バイアス / 効果 概念 例 対策

帰
属
性

ギャンブラーの誤謬 偶発的な事象が今後起
こる可能性は、過去の
確率の影響を受けると
間違って思い込むこと

（9 回表が出たので 10
回目は裏に違いない）

リスクの可能性は自動修正式だ。
危険を伴う一連の大失敗の後、私
は成功をおさめ、次こそ頂点に上
り詰めるだろう！

過去に試みが失敗したからといっ
て、それが成功を示唆すると思い
込まない。過去の失敗からの学び
以外、過去は未来に何の影響力も
持たない。

後知恵バイアス 事象が起きた後に、当
該の事象は予測可能な
ものであったとするこ
と

私は初めから知っていた！私が
言った通りになった。

正直でいる。結果によって予測の
認識が損なわれないようにする。

ホットハンドの誤謬 偶発的な事象において
うまくいっている人は
繰り返し成功しやすい
という、間違った確信
を持つこと

私は勝者で、勝ち続けるだろうか
ら、全力を尽くして大きいリスク
も負っていこう。

リスク負担は幸運の要因にはなら
ない。往路で危険を回避したから
といって、復路でも必ずしも危険
を回避できるとは限らない。

錯誤相関 実際は見せかけだけの
関係性にもかかわら
ず、関連する事象間に
因果関係を不正確に見
出すこと

夏場のアイスクリームの売上が増
えるとプールでの溺死が増える、
またはその逆か？

相関が必ずしも因果関係を暗示す
るわけではないと認識する。相関
はその他の傾向によって成り立つ
場合もある。　

情報バイアス 事象に影響力を持たな
い見当違いな情報を探
すこと

私たちはただ情報がもっと必要な
だけだ。足りないデータをどう
やって見つけようか？

良識を持って、見当違いな情報を
見極める。

成果バイアス 判断を下した際に入手
したデータではなく、
最終的な成果によって
判断を評価すること

私たちが選択を間違えたことは明
らかだ。なぜ選択する前に言わな
かったのか？

結果に基づいて評価する欲望を抑
え、既存データに基づいて評価す
ることを忘れない。

自己奉仕バイアス 失敗した場合は自分の
責任ではないとしつ
つ、成功した場合は自
分の手柄だと主張する
こと

あの失敗は私のせいではない。私
はその前の部分で正しいことをし
て役に立った。

公正な責任分担よりも多くの責任
を負うことを覚悟し、成功は互い
に共有する。

©Wilderness Education Association Japan
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創造的意思決定
　意思決定は、より多くの選択を洗い出す拡散
と、そこから最適解を導き出す収束のプロセス
に別れる。右の図は、５つの拡散のテクニックと、
５つの収束のテクニックを示している。拡散の段
階で、より多くの選択肢が出れば出るほど、良い
意思決定ができる。一方で、収束は、より多く
の意見から最も良いものを選択しないといけな
いので、意思決定で最も難しいプロセスとなる。

拡散テクニック
1. ブレインストーミングは、頭に浮かんだアイ
ディアを、他のメンバーから批判される心配をせ
ずに、率直に表現する方法である。受容的な雰囲
気を作るために、たとえ一般的ではなかったり、
奇妙なアイディアでも、他の人に却下されずに、
表現することができる。このような制限されな
い方法が、自由で新しいアイディアを生む。ブ
レインストーミングの間はアイディアの一般化
はあまり行われない。アイディアがある程度出
尽くすと次第に減っていく。拡散するための努
力として、メンバーがすぐに意見を出すのをや
めてしまわないように働きかける。例えば、活
動を一度中止したり、アイディアの発表を中断
することで、それまで出たアイディアを統合し、
より良いアイディアが出やすくなる。偏見を排
除することは、メンバーが最初に出たアイディ
アに惑わされずに、新しいアイディアを出し続
けることを後押しする。十分な時間を与えること
で、アイディアの幅を広げ、より多くのアイディ
アからより良い選択を行えるようにする。

2. インプロバイズ（あり合わせ）とは、すでに
あるアイディアから、有効なものを抽出し、よ
り良いものに変えることである。まず、問題や、
既存のアイディアをリストアップする。次に、そ
れぞれのアイディアに、必要な能力、限界、強み、
弱みを評価することで、生成されたアイディア
のつながりや、関係を明らかにすることができ
る。最後に、既存のアイディアから新しいアイ
ディを作るために、アイディアを比較、対照する。

新しいアイディアを生むために、既存のものを、
置き換え、統合、調整、変更、アレンジを行う。

3. リバーシング（反対）とは、すでに出された
アイディアの全く逆の可能性を検討することで
ある。

4. バスティング（前提の廃棄）とは、メンバー
が問題についてすでに知っていて、意識的、無
意識的にすでに正しいと思っている信念を一度
廃棄することである。新たな視点から見られれば
見られるほど、革新的なアイディアが生まれる。

5. サイジングは、既存のアイディアの大きさを、
増したり、減らしたりすることで、新しいアイ
ディアを生むことである。
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収束テクニック
1. ギャザリング（収集）は、特定の選択肢のメ
リット、デメリットの情報を収集することであ
る。真実だとわかっていること、メンバーが真
実であると判断できるもの、実行するために潜
在的な抵抗、もしくは制約があるものの３つに
分類する。

２．ウェイディング（除外）とは、明らかに不適
切な選択肢を排除することである。ほとんどの
野外指導者にとって、７つ以上の選択肢は、検
討するためには多すぎる。ギャザリングで評価し
た結果を用いて、検討する選択肢の数を減らす。
それぞれの選択肢のコスト、実際に実行した場
合の損失などを評価する。だし、拡散の過程で
は、アイディアを決して除外しない。そうする
と、その後のより良いアイディアの生成を妨げ
る事になる。ウェイディングは、時間、天候など、
時間的な制限があるときに、意思決定を早める
効果的な方法である。時間的な余裕があり、さ
まざまな方法を考慮する能力があれば、全ての
選択肢、その結果に関連する情報を検討すべき
である。

３. ランキング（順位づけ）は、残った３もしく
は４つ程度の選択肢に優先順位をつけ、「決定木

（樹形図）」に、配置する方法である。決定木は、
可能な選択肢の詳細を示し、それを実行するこ
とで起こり得る可能性のある出来事を示した図
である。それぞれの決定と、それにより起こり
得る出来事を、木の枝のように描き、さらにそ
の決定によって起こるその後の出来事を枝分か
れさせる。決定木のメリットは、全ての選択肢
を同時に比較するのではなく、２つの選択肢を
比較するために、全ての選択肢を、２つに分け
ることである。選択肢が少なければ少ないほど、
意思決定は効率的で簡単になる。順位づけによ
り、選択肢のまとまりから、起こり得る出来事
を評価しやすくし、最終的な選択肢全体の管理
をよりやりやすくなる。

4. ウェイティング（重み付け）は、決定木の各
意思決定のポイントで、選択肢のポジティブ、
ニュートラル、ネガティブな側面を評価するこ
とである。

5. チュージング（選択）は、それぞれの意思決
定のポイントで、よりより選択肢を選ぶことに
より、決定木から特定のパスを選択することで
ある。より良い選択肢とは、総合的な成功確率
が高いものである。いくつかの要因が影響して
いる場合、総合的な成功の確率とは、それらに
影響を与える全ての確率の積となる。

（訳者：岡村泰斗）
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多角的問題解決

　問題解決とは、単純もしくは複雑な質問に対す
る答えを見つけることである。上のフローチャー
トは、問題解決のための多角的モデルである。
　まず評価局面では、問題の存在に疑問を投げ
かける。もし、その時点で問題が認識されない
のであれば、注意深く経過観察する。問題を認
識した場合は、このモデルの分析局面に入る必
要がある。分析局面では、問題の核心を見極め、
後の評価で使用される結果を予測し、いくつか
の可能な解決策を特定し、最も可能性の高い解

決策を選択し、実行に移す。この段階でどの質
問にも「はい」と答えられない場合は、意思決
定の創造局面により、拡散と収束のテクニック
を使用する。また、判断は、分析局面や、欠落
している情報を補う意思決定において、重要な
役割を果たす。解決策を実行した後は、その解
決策がうまくいったかどうかを評価する。もし
うまくいかなければ、このサイクルを繰り返す。
　分析局面は、「問題同定」、「結果予測」、「方法
同定」、「方法選択」、「実行」の 5 つのステップ
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で構成される。質問に「はい」に答えられれば、
次のステップに進むことができる。もし「いいえ」
の答えの場合には、創造的意思決定を使用して、
より肯定的で情報に基づいた答えを導き出す必
要がある。最初の質問は、克服するのが最も困難
な、問題の核心を同定することに重点を置いて
いる。ほとんどの問題は、いくつかの小さな問
題から構成されるものである。ポイントは、最
初に何に焦点を当てるかを理解することである。
次の質問は、成功への望ましい結果を予測するも
のである。その結果を、その後、解決策を評価
するための基準とすることができる。問題と結
果が明確になったら、問題に対する解決策を同
定する。既知の事実と不確実な情報をリストアッ
プすることで、可能な選択肢を特定することが
できる。分析段階の終わりには、最善の解決策
を選択し、実行する。分析段階のすべてのステッ
プにおいて、さまざまな選択肢を拡散・収束さ
せながら意思決定していく。
　問題の複雑さは、すべての変数が分かっている
単純なものから、いくつかの未知の変数を扱わな
ければならない複雑なものまでさまざまである。
冒険は不確実性に満ちているので、すべての情報

が揃っている問題に遭遇することはめったにな
い。ほとんどの問題には欠けている部分があり、
判断が必要である。変数が分かっているような単
純な問題は、分析局面のみを用いて、比較的簡
単に解くことができる。しかし、未知な部分が
いくつもあるような複雑な問題を解くことはは
るかに難しく、適切な判断によって不足する情報
を補うことが必要である。そのためには、創造
的意思決定局面を含む多角的モデルが必要とな
る。もちろん、モデルを正しく適用するためには、
解決しようとしている問題の種類を理解する必
要がある。このモデルは、分析局面と創造的意
思決定局面を組み合わせて、長い形式と短い形
式で使用することができる。以下の表では、問
題に適用する形式を決定するための基準をいく
つか挙げている。これらの基準のうち、どちら
の形式を選択することが重要であるかを検討す
る。問題によっては、一方の形式の要素が他方
の形式を補うために必要な場合がある。例えば、
答えが見つからない場合は、短い形式のどの段
階においても創造的意思決定を使う必要がある。
最終的には両方の形式を使用することになるか
もしれないので、柔軟に対応できるとよい。

（訳者：吉田理史）

短期
問題の核心がわかっている
問題が単純
期待される結果が明確
重要な情報がある
プロセスが予想できる
選択肢が全て上がっている
検討する時間に制限がある
状況に命の危険がない
グループの資質が十分である
成功が予期される

問題の核心がわかっていない
問題が複雑
期待される結果が不明瞭
重要な情報がない
プロセスが予想できない
選択肢が全て上がっていない
検討する時間が十分にある
状況に命の危険がある
グループの資質が不十分である
成功が予期できない

短期的・長期的意思決定の基準
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5 つの問題解決阻害要因
　多くの問題解決の方法には、それを阻害する
要因が存在する。問題解決の阻害要因として一
般的な原因には次のようなものがある。

1. 精神的ストレス：精神的なストレスは問題
解決を図る際に影響を与える主な阻害要因
となる。実際の現場の中では、賢明な選択
をする能力を超えた速度で情報が錯綜する
ことがある。このようなストレスがかかる
時は、性急な決定や、望ましくない判断が
問題解決の妨げになることがある。それと
は対照的に、最適な挑戦状態のように、適
度なストレスを感じる状況では、最適な興
奮状態にあるため、自分の行動を強化し、
最高のパフォーマンスを発揮することがで
きる。一方で、過負荷により不快や不安を
感じる状況では、焦りを感じ、パフォーマ
ンスが低下する可能性がある。

2. 焦り：緊急事態の状況では、時間によって
制限され、対応が急がれることがある。し
かし、「急いては事を仕損じる」ことを忘
れてはいけない。そのような場合、拡散の
段階で適切な解決策を見落としたり、収束
の段階でその場の思いつきで解決策に飛び
ついたりするかもしれない。時間に迫られ
た時は、代替案を探すことを避けたり、元
の計画に固執したり、確立された方法に
逆行したりしないように注意する必要があ
る。また、どんなに費用がかかったとして
も、時間がなくなるまで代替案を探し続け
るという行為も望ましくない。優れた野外
指導者になるには、時間が足りないときに、
限られた時間内でアイデアを拡散、収束す
るバランスを取る必要がある。思いつきの
決定や「完璧な」解決策を求めない。

3. 誤った情報：解決策を選択する段階におい
ては、それぞれの長所と短所を比較し、重
要な基準に照らし合わせて検証し、結果を
分析することによって、可能性のある選択
肢の中から最適な解決策を選択する必要が
ある。比較、検証、分析のための情報に欠

陥があると、最適な解決策を選択しても問
題を解決できない可能性があり、問題解決
のプロセスが崩壊してしまう。問題解決の
選択の段階では、情報を強化し、再確認し、
間違いを減らすために判断が必要となる。
プレッシャーから誇張したり、問題を先延
ばしにしたり、責任を回避したりしないよ
うにすることはもちろん、自尊心を維持し
ようとしたり、個々人及び他の人への利害
によって、自身の判断を曇らせないよう注
意する必要がある。

4. ミスコミュニケーション：選択した解決策
を実行する段階で、無能な野外指導者は、
その解決策をグループに誤って伝えてしま
うかもしれない。また、実行に移す時に一
部のメンバーが自分の役割や他の役割を明
確にしていない、あるいは認識していない
ために、選択した解決策が失敗してしまう
可能性がある。また、ミスコミュニケーショ
ンは情報を妨害することもあり、誤った情
報につながってしまう恐れがある。こう
いったことが起きないようにしなければな
らない。常に効果的なコミュニケーション
に取り組み、危機に瀕したときに対応する
準備ができるようにしておくことが大切で
ある。

5. 認識された境界：創造する段階での阻害要
因は、多くの場合、認識された境界に起因
する。創造的に考えるためには、限られた
リソースや能力の認知を一時的に停止させ
る必要がある。そのアイデアがうまくいか
ないと思うなら、それはおそらくうまくい
かない。心の中で、限界を感じているのな
ら、それは、成功を評価するためにすべて
のステップでパラメーターを設定する分析
的段階の前提と相反する。そのため多面的
な問題解決において、「箱の内側」として
の分析的思考と「箱の外側」としての創造
的思考との逆説を解決することは、最も困
難な課題の 1 つである。

（訳者：若泉将貴）
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　判断は、意思決定や問題解決に必要な情報が
欠落し、そのプロセスが止まってしまった場合
にのみ必要になる。データがないと意思決定や
問題解決を進めることができないため、それら
のプロセスに足りないデータの空白を埋め、再
び進めるために判断を必要とする。経験を重ね
ることで、初心者の乏しい判断から、熟練者の
直感的な判断へと進化する。判断は、たくさん
の経験を集中的に重ねる、またはこの経験をす
る度に繰り返し振り返ることで進化する。
　判断は、情報が不足している未知の状況に直
面した時に、記憶の中から既知のデータを取り
出し、そのデータを新しい状況に合わせ、ある
いは形を変えて、不足している情報の代わりに
する認知的プロセスである。
　応用とは、自分の過去の経験から得られた情報
を、現在の状況に合うように変えることである。
それは判断の大きな部分を占めている。教育や

判断と応用
学習における応用は、一般的なものから具体的
なものへの演繹的なプロセスである。私たちは、
あらゆる状況に合わせ、自分の言動を変えてい
く。さらに、他者の視点を求めることによって自
分の学習を洗練させる。応用では、フィードバッ
クによって新たな学びを経験し、情報が洗練さ
れる。 
　新しい状況での判断は、不確実性（冒険の要素）
による情報の欠落を埋めるために、記憶から取り
出した情報を応用する。意思決定をするにも問
題解決をするにも、足りない情報を埋めるとき
に、脳は利用可能な記憶を検索し、適合しそうな
情報をいくつか見つける。運が良ければ、稀で
はあるが、取り出した記憶が形を変える必要も
なく、完璧に適合する場合もあるかもしれない。
しかし、ほとんどの場合、取り出された記憶は、
新しい状況に合わせて形を変え、応用し泣けば
ならない。

（訳者：叶敬偉）

©Wilderness Education Association Japan
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12 の経験則

経験則 概念 良い例 悪い例
慣れ * 慣れ親しんだ状況であればある

ほど、過去の類似した記憶やア
イデアが想起され易く、現在の
代用として選択される可能性が
高く、リスクに気づかない可能
性がある。

定評のあるブランドのアウトド
ア用品を選び、以前訪れたこと
のある場所に参加者を連れてい
き、判断する際によく知られて
いる出来事の記憶を引き出すな
ど、私たちは自分が知っている
ことを用いる。

私たちは、活動場所を熟知して
いる場合、その能力が安全性を
高め、危険をコントロールでき
るという誤った判断をし、その
結果より大きなリスクを冒す傾
向がある。

受容欲求 * 自分を認めてもらいたい、他者
から認められたいという欲求か
ら、危険な行動をとることがあ
る。

私たちは他人から拒絶されたく
ないと感じる社会的存在なので、
人から好かれること、必要にさ
れることをする。

人に認められたいと思い、目立
ちたがり屋になったり、必要以
上にしつこく食い付いたりする。

関与の増加 * 目標や目的に向かって初期に費
やした時間やエネルギーが多け
れば多いほど、想定していたこ
とと異なる事態に直面したとき
に、その取り組み（コミットメ
ント）を放棄することが難しく
なる。その結果、予見されるリ
スクを過小に認識し易くなる。

私たちは冒険を粘り強く続け、
そして幾つかはそれを成功させ
る。これが経験の本質である（「や
りかけたことは何がなんでもや
り通せ」、もしくは「盗人 ( ぬす
びと ) に追い銭 ( せん )」 ）。

私たちは、ルートや目的、スケ
ジュールを公言すると、それを
異にするような新たな客観的な
事実が得られても、それに固執
す る 傾 向 が あ る。 ま た、 明 ら
かに危険だと思える手がかりで
あってもそれを無視して、何が
何でも目標を達成しようとする
傾向がある。

希少性 * 競争相手、時間、条件によって
失われやすく、入手が困難な賞
品ほど、その価値が高く感じら
れるので、それを得るプロセス
で発生する重大なリスクは無視
されがちである。

天候の悪化で登頂のチャンスと
時間が限られている場合、嵐の
前の登頂に全力を注ぐ傾向があ
る。つまり登頂へのチャンスが
限られていることが成功への原
動力となっている。

希少な機会であればあるほど、
例えばパウダースノーを滑る機
会が少ない場合、私たちはその
機会を価値のあるものと評価し、
素晴らしい斜面が雪崩を起こさ
ないことを前提にし、結果的に
より大きなリスクを負うことに
なる。

不確実な状況における 12 の経験則

　我々は、自分の経験や記憶をそのまま当ては
めて問題解決や意思決定をするのではなく、そ
の状況に応用し、修正している。意思決定のた
めの時間や労力を節約するために、経験則と呼
ばれる省力化が行われている。経験則は決して
欠点がないわけではなく、最善の方法であると
いう保証もなく、時には裏目に出ることもある。
しかし、完璧な解を得ることが不可能な場合や
実用的ではない場合においては、許容できる代
替案を見出すことも必要である。そのため野外
指導者は、経験則を用いることは、判断の助け
にもなるし、邪魔にもなり得るという特性を理
解した上で使うべきである。
　野外で培った幅広い経験や専門的な知識から、
意思決定に関連した全ての記憶を探し出すのは
大変だが、探し出す記憶の対象を減らし、探し
出す思考プロセスを省力化することができれば、
この負荷を減らすことができる。最終的には、

多くの選択肢の中から最善の選択肢を選択する
必要がある。ここでも意思決定は必要であるが、
経験則はその選択肢を絞り込むのに役立つ。
　下の表は、数十種類ある経験則の中から、判
断時によく使われる 12 種類の経験則の一覧であ
る。経験則を使用した結果、満足のいく代替案
が得られ、的確な解決策や正しい意思決定につ
ながるという、ポジティブな結果が得られるこ
ともある。一方で、経験則を使用した結果、満
足できない代替案が導かれ、これによって誤っ
た解決策や間違った意思決定につながるという、
ネガティブな結果が得られることもある。判断
の失敗は、意思決定のバイアスを招き、問題解
決を破綻させ、完全に間違った結果になること
もある。野外指導者は、経験則がどのように判
断を助け、あるいは妨げるかを理解しなければ
ならない。

（訳者：佐藤訓）
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経験則 概念 良い例 悪い例

社会的証明 * 他の人はよく知っているのに、
自分がそのリスクに気付いてい
ない場面において、適切な行動
をとるために、自動的に他の人
の意見や行動に影響されてしま
うこと。

氷河のクレバスや氷塊、川の中
の水没した岩を避けるなど、群
れに従うことが理にかなってい
る場合もあるが、先に行く人が
リスクを正しく分析しているこ
とが前提である。

私たちは、他の人が何かに取り
組んでいるのを見ると、「あの人
が行っているのだから自分も大
丈夫」と思い、リスクは軽減さ
れていると思ってついて行く傾
向がある。

利用容易性 ** 㝡近の出来事や、記憶に残る出
来事は思い出すことが容易な記
憶なので、より強く選ばれて用
いられる。

最近雪崩のニュースが多いと、
こうした記憶が引き出され易く
なり、それ故慎重になりリスク
を過大視しがちになる。

好天で新雪が少なく、雪崩も少
ない場合、私たちは慎重さを欠
き、リスクを過小評価しがちに
なる。

類似性 ** 過去の出来事と現在の状況が近
ければ近いほど、その時の考え
や記憶はより強く選ばれ易い。

様々な判断を伴うファーストア
センドを狙うクライミングにお
いても、ほとんどの人はそのク
ライミングと似たような記憶を
引き出している。

元となる経験がなければ、今回
のクライミングのような思い出
を引き出せない人もいる。

代表性 ** 思考や記憶が原型や典型例で現
状を象徴しているほど、より強
く選ばれ易い。

高水位時に川下りをするときで
あっても、私たちは以前この川
が低水位だった時のことと、他
の川が高水位だったことを典型
的な基本的な状況として思い出
し、下流の危険性を予測する。

当てはめられるような経験がな
いため、洪水をしている河川だ
という固定観念に陥り、下流の
危険性を不正確に想像、推定、
予測する。

予測可能性 ** 予想しにくいアイデアではなく、
予想し易いアイデアが強く選ば
れる。

想定され得る事柄を全て思い描
くことができれば、ケイビング
に行くための適切な準備ができ
る可能性が高くなる。

もし、悪い方向へいったときに
起こりうるすべての事態を想定
できないとすると、思いもよら
ぬリスクに見舞われる危険性が
ある。

調整の固定化 ** 最初に想起された記憶は、それ
とは対極にある追加の情報があ
るにもかかわらず、その後の記
憶や考えの基準となる。

私たちは、参加者に初めて会っ
たとき、その人の第一印象を決
める。その後、冒険での彼らの
行動を観察することで、彼らに
ついての考えが調整される助け
となる。時には、私たちは最初
の基準点を信じて、何があって
もそれが続くことがある。

しかし、最初の印象が誤りであっ
た場合、対極の事実があるにも
かかわらず、誤ったまま最初の
基準が持続することがある。こ
の例に挙げたように、第一印象
は他のすべての情報を調整する
アンカーとなる。アンカーが真
実なら問題はないが、アンカー
が偽なら問題である。

認識の容易性 ** より認識できる記憶やアイデア
は、普通でない、よく知らない
ものものに比べ、より価値があ
ると考えられ、このまれ、選択
される。

新しいルートを自転車で走って
いて道に迷ったとき、目的地へ
とつながる手がかりを探すこと
は意識的にできるが、意味や関
連性のない手がかりには気づき
づらい。

ハイキングでは、毒蛇のように
明らかに危険な手がかりに気付
き易いが、熊の糞のような意味
や危険との関連性が乏しい手が
かりのことは無視しがちである。

ゼロサム思考 ** 均衡していなかったり、損得へ
の関連がないにもかかわらず、2
つの事柄に対し、一つを選択す
るともう一方が損をすると考え
ること。

2 つのアイデアのうち、結果に
大きな差がないと言える極めて
近い同じような考えの 1 つを正
しく除外すること。

一見同じように見えるが、実は
異なる 2 つのアイデアのどちら
かを選んでしまうと、貴重なチャ
ンスを失ってしまうことになる。

* リスクに関する経験則　** 記憶の拡張 / 応用
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直感的判断

経験的判断 直感的判断
近道（正しい or 誤り）
判断時の精神的負担を大幅に軽減する

直感（正しい or 誤り）
判断時の精神的負担を大幅に軽減する

・意識的記憶による認知的推論
・結論が出るまでじっくり、ゆっくり、連続思考
・情報が抽象的、口頭的、象徴的である場合に論理的推論、

証拠の分析、および事実の内容（感情を含まない）に合理
的に基づいている

・経験が不足している場合に、一般化された状況を想定して、
主体的に構築された頭脳からの努力型思考

・結果のロジックを説明しやすい

・分析のない予知と潜在意識
・無意識のプロセスによる自動化された高速並列思考
・情報が具体的、視覚的、文脈的である場合、連想的な比喩、

物語的ストーリー、暗黙の情報（感情と絡み合った）に経
験的に基づいている

・関連する経験が豊富な場合、特定の状況に反応的に適した、
心からの楽な気持ち

・結果がどのように得られたかを説明するのが難しい

経験的判断と直感的判断の比較

 　野外の指導者は十分な情報がない状態で問題
を解決し、意思決定を行うことを迫られたり、
不足している情報を適切な判断で代用したりす
る。すべての情報が揃っていても、多くの野外
指導者にとって、必要とされる認識が難しすぎ
たり、時間がかかりすぎたり、あまりにもなじ
みのない状況であることから、一部の情報は無
視されたり、分析の対象とならなかったりする。
その代わりに、最初に思いついたアイデア （良い
ものであれ、悪いものであれ）を判断、問題解決、
意思決定に適用することがある。直感は、最初
に思いついたアイデアが優れたものであること
を保証する上で重要な役割を果たす。
　直感とは、不確実な状況に対して、意識的な認
識や認知的推論を必要とせずに、確信を持った
自信とわずかな努力で自然に起こる反応である。
特定の情報を使って、非常に重要な判断を下す
こととは、考え方が異なる。直感は、説明のつ
かない勘、内から湧き出る感情、第六感、第二
の天性、不吉な予感、無意識の認識、予知的予言、
潜在意識の疑い、およびインスピレーションと
して表現される。野外指導者は、自分の判断が
経験と密接に関連していると言う以外に、直感
を説明することはできないだろう。
　野外指導者にとっては、直感に頼ることには
大きな不安がある。多くの場合、それは説明が
つかず、個人的な認識や解釈に左右され、完全
に間違っている可能性がある。しかし、脳が情報
過多になっている場合、直感は潜在意識レベルで
データの複雑なパターンを処理している。何か

よくないことが起こりそうなのか、それが何な
のかはわからない。ただ、突然、警戒心が芽生
え、身の毛がよだつのを感じた入り、胃のムカ
つきを感じ始めたら、経験的判断をオフにして、
静かに感情の高まりに耳を傾けよう。それらは、
あなたの直感があなたに話しかけているのかも
しれない。
　20 世紀の終わり頃までは、直感は単に経験則
の使用であり、創造的意思決定のバイアスであ
り、問題解決の崩壊を防ぐものと考えられてい
た。しかし、21 世紀に入ってからは、直感は学
習された行動と見なされるようになった。繰り
返し判断を下し、内省的なプロセスを通じてそ
れらを評価することにより、野外指導者の脳内
経路が構築され、鍛え上げられるようになった。
この繰り返しがやがて直感につながる。
　直感と、経験則による判断のアプローチは、以
下の図の特徴によって区別できる。優れた野外
指導者は、経験則から直感へと進化する。一定
期間専門家として野外において参加者を指導し
た野外指導者は ( 目安として 10 年間の継続的な
専門的経験 )、直感に頼ることができる。同様に、
十分に検討して判断を下す時間がない場合、ま
たは状況が非常に主観的で、複雑な場合は、直
感に頼ることもある。これらの条件が満たされ
ない場合は、経験的判断に頼ることになる。ど
ちらのアプローチも間違う可能性があることを
忘れてはならない。
　判断は、記憶容量によく似ている。教えること
はできないが、あらゆる野外指導者に最適なレベ
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ルまで発展、および改善することはできる。誰
もが最大の記憶容量を持っているように、誰も
が絶対レベルの判断能力を持っている。しかし、
判断力を養うコツは、テストのために暗記した
事実を吐き出すことではなく、論理的推論にあ
る。したがって、直接の経験だけでなく、観察
と議論を通じて得られた代理経験も含め、でき
るだけ多くの情報源から幅広く深い経験を収集
することが重要である。野外指導者を目指す人
が追体験をするための優れた古典的な方法の一
つは、事故に関するシナリオを読んで議論する
ことである。経験を積むことは重要だが、経験
だけで正しい判断ができるとは限らない。反省
のない経験は学びにはならない。
　野外指導者は成功した解決策を評価すること
を忘れ、代わりに失敗した行動のみを分析する。
失敗を分析することは学習に役立つが、成功を
評価しないことは、同じ成功の機会を失うこと
になる。さらに、「人は失敗から最もよく学ぶ」
という信念は、参加者や指導者候補者が犯した
過ちを許すために用いられる。しかし、この考
え方は、何がうまくいかなかったのかを理解す
ることの容易さに対して、うまくいった理由を
考えることの難しさを気づかせている。全ての
結果において、ネガティブな側面と、ポジティ
ブな側面を同じように分析すべきである。どち
らからでも、同じように学ぶことができる。
　野外指導者は、適切な判断を下す能力を最大
限に高める努力をする。何よりも、すべての経
験を評価し、徹底的に反省する。判断力を磨く
ために、次の提案を試してみよう。

1. 規則を理解し、それらの規則の例外に注意
を払う。

2. 講義や歴史的な事例、他の指導者の失敗談
などからできるだけ多くの情報を収集す
る。

3. 他の指導者を観察し、彼らがどのように判

断を下すかを観察する。
4. 質問する態度を養い、他の人が行う予測に

ついて質問する。
5. 個人的なヒヤリハットを思い出し、他の人

と率直に情報を共有する。
6. 他の人が犯した個人的な過ちの分析を検討

する。
7. 口頭または書面で、他の指導者が提起する

不確実な状況に対応する。
8. 教室でもフィールドでも、混沌とした複雑

な冒険の中でその瞬間に集中し、自分自身
を観察することで、自己意識に集中する。

9. 経験したことを記録し、その経験をふりか
える判断日誌をつける。

10. あらゆる機会に経験を積み、指導者とし
ての妥当な機会を断わらない。

11. 同僚を遠征に連れて行き、率直なフィー
ドバックを求める。

12. 複数なプログラムで実践的なインターン
シップを経験し、常に誰かに観察してもら
い、アドバイスをもらう。

13. 熟練した指導者のアシスタントになり、
その指導者に指導してもらいながら段階的
に責任ある仕事を任せてもらう。

　判断が必要なのは、不確実性が存在するから
で、冒険では常にその連続である。ほとんどの
場合、不確実な状況で指導を行っているため、
問題や意思決定が必要な場面がいつ発生するか
を予測することはできない。さらに、冒険プロ
グラムの管理者は、冒険の状況が個別的であり、
不確実性が独特であるため、すべての状況に対
して標準的な対応や規則を用意することはでき
ない。効果的な野外指導者は、このような非日
常的な状況において、多くの問題を効果的に解
決し、常に適切な判断を下すことができる能力
が必要となる。そのため野外指導者の効果的で
正確な指導は、適切な判断にかかっている。

（訳者：森本弘太）
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野外指導のルーブリック
　以下の野外指導ルーブリックは、「野外指導の
ブロックウォール」に対応しており、野外指導者
として身につけるべき様々な専門的な能力レベ
ルを説明している。このルーブリックは自分自
身の能力を評価するための自己診断の道具とし
て使うこともできるし、スタッフの専門的能力
向上の動機付けのために活用することもできる。
　冒険プログラムの新人の指導者は、その分野
の方法、理論、実践に関する基本的な知識を持っ

ている。熟練した指導者は、現在の実践現場にお
いて「標準的」と期待される方法、理論を最も
ふさわしいやり方で実践し、適用することがで
きる。模範的な指導者は、一貫性があり、明確で、
参加者のために最も効果的な方法で、その現場
に最も適した要素を活用することができる。彼
らは、戦略的に実践を行い、参加者の目的達成
に効果的な方法を選択できる。

（訳者：林綾子）

野外指導者のレベル
新人の指導者 熟練した指導者 模範的な指導者

総
　
括

・冒険プログラム実施において、より
レベルの高い指導者をサポートする
・確立されている手順・方法に従う
・プログラム実施エリアでの活動経験
がある
・参加者が常に適した装備を有し、栄
養状態が良好で、環境に適した衛生
状態を保っているか確認する

・冒険プログラムにおける専門的な実践の
ためにスキルを更新している
・明記されている手順と実際の方法の一貫
性を明確にする
・他の指導者を指導する能力を持っている

・分野をさらに進展させるために、参
加者から学ぶ機会を用いる
・実践の手順・方法の確立に貢献でき
る
・野外体験を指導する革新的な方法を
追求し、成果を専門領域において共
有する

基
　
礎

・根拠：データに基づく野外指導に欠
かせない資質の原則を理解している
・哲学：重要な用語の定義や、冒険の
恩恵、哲学的疑問について理解して
いる
・社会心理学：フローや、最適覚醒、
挑戦（リスクと資質の相互作用）、ど
のようにそれらが混ざりあって冒険
的な行動を説明するのか理解してい
る
・歴史：冒険プログラムの国内での歴
史や、人々や場所に関する野外指導
について理解している
・社会動向：野外指導の専門性に影
響する傾向を理解しており、多様な
国での冒険プログラムの誕生や成長、
安定、衰退といった一連の流れを把
握している

・根拠：研究成果に基づく野外指導の発展
のための要素を理解している
・哲学：冒険的体験学習とその構成要素を
理解している
・社会心理学：人間の動機、期待、自己効
力感、属性、実効性の基本的な知識から、
冒険体験において参加者の行動を導くため
にどう関わるか理解している
・歴史：冒険的プログラムの国際的な歴史
や、野外指導における国際比較を理解して
いる
・社会動向：冒険プログラムに内在する野
外指導に関する論点や、野外指導に関する
最新の問題について理解しており、同業者
と議論ができる

・根拠：直接的に、あるいは間接的に
研究を実践することができる
・哲学：参加者のプログラムやトリッ
プに冒険的体験学習の原理を応用す
ることができる
・社会心理学：参加者が学習や、成長、
変化を導く冒険を自ら選択できるよ
うに、参加者の恐怖や、挑戦、リス
クや資質についての理解を手助けす
る
・歴史：過去が未来を予測する協力な
題材であることを理解し、世界的な
社会動向、現在の論争に関連付けて
理解している
・社会動向：社会変動に関する専門的
な議論を発展させ、変化をもたらす
ことができる。また、これまで目を
向けられていなかった社会動向を明
らかにし、冒険プログラムや野外指
導への潜在的な影響について説明す
る

ハ
ー
ド
ス
キ
ル

テ
ク
ニ
カ
ル
ス
キ
ル

・指導する活動に関わらず、一般的な
資質と特定の資質の相互作用を理解
している
・一般的資質の 50% 以上を身に付け
ており、少なくとも 2 つの活動にお
いては特化いた資質を身に付けてい
る
・他の活動に対しても継続して技術習
得に努める
・少なくとも一つは新しい活動を練習
している
・技術的な活動を指導する上での最低
限の資質は持っている

・地理的な条件、参加者の特性、プログラ
ム目的、環境条件に応じて対応できる資質
を持っている
・一般的な資質の 75% はもっており、少な
くとも４つの活動に対しての特化した資質
を身に付けている
・１つの活動については、他の指導者の技
術的な資質を身に付ける手助けができる
・技術的な活動を指導する上での最低限の
資質を超えている
・特定の技術的な活動については、他者を
育てるインストラクターの基準に達してい
る

・設定された基準より、経験を基にし
た資質を発展させている
・一般的な活動に必要な資質は 100%
身に付けており、少なくとも６つの
活動については、特化した資質も身
に付けている
・複数の活動において、他の指導者の
技術習得の手助けができる
・積極的に自身の資質向上に努める
・特定の活動について、他者を育てる
インストラクターの基準を超えてい
る

野外指導のルーブリック
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ハ
ー
ド
ス
キ
ル

安
全
ス
キ
ル

・冒険的体験に欠かせないリスクの重
要性について理解している
・実際のリスク、感じるリスク、危険、
ハザード、危機的状況といった違い
を理解している
・どのように事故が起こるか、事故の
可能性の頻度や重大性によって事故
を避ける、リスクを減らす、移転する、
リスクを保持するといった対応を理
解している
・起きた事故に対して、応急処置を行
い、探索や救助の実施、避難といっ
た対応を行うことができる
・法的責任の背景となる概念を理解し
ており、プログラムや指導者をどの
ように守るか理解している
・参加者全員が、すべての法的、医療
的リスクについて理解したうえで署
名していることを確認する
・保険や補償の種類の重要性を理解し
ている

・リスクを分析し、現場における要因を取
り除くことができる
・起こりうる事故の発生前、発生時、発生
後のプログラムに、リスクマネジメントの
対応策を適用できる
・必要に応じてリスクマネジメントの方法
や手順を修正できる
・事故を仮定したトレーニングを指導でき
る
・危機的な事故が発生したとき、参加者の
グループ以外のプログラムに関わるリソー
スに助けを求め、対応できる
・プログラム全体のリスクマネジメントに
ついてレビューすることができる
・法的、医療的リスクマネジメントに関す
るすべての書類をダブルチェックし、プラ
イバシーに配慮してまとめる

・リスクマネジメントの手続きにのっ
とってスタッフや、専門家を指導で
きる
・リスクマネジメント実務の更新を監
督する
・専門家育成の場においてリスクマネ
ジメントの概念を説明することがで
きる
・リスクマネジメントの目標達成のた
めに、スタッフ交流の促進、参加を
行う
・危機的な事故が発生した場合、内部
のプログラムリソースを調整し、外
部の公的機関や行政機関からの支援
を確保することで対応する

・法的、医療的リスクマネジメントに
関する書類をトリプルチェックする

環
境
ス
キ
ル

・一般的な環境倫理の実践（LNT）に
従い、プログラムに使う環境を守る
・プログラム環境へのインパクトを最
低限にするための準備、移動、キャ
ンプを行う
・持続可能性の競合とバランスを理解
している
・自然、環境、文化、歴史、その他の
地域遺産について解説するガイドの
役割を理解している

・LNT の実践を特定の環境に適合させ、地
域外の環境を保護する
・地球規模で環境へのインパクトを最低限
にするための準備、移動、キャンプを行う
・プログラム、活動、フィールド体験にお
ける持続可能性の必要性を理解し、十分に
サポートする
・地域遺産について参加者に解説し、感謝
の気持ちをもってもらう

・地球環境を守るために、LNT の実
践を修正、促進し、参加者の地域で
の行動を変化させることができる
・地球規模で環境へのインパクトを最
低限にするための準備、移動、キャ
ンプを行う
・プログラム、活動、フィールド体験
における持続可能性を維持、促進す
るための行動をとる
・地域遺産について解説し、環境に対
する行動変化をもたらすことができ
る

ソ
フ
ト
ス
キ
ル

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ス
キ
ル

・野外遠征の 6 段階と遠征計画の 14
ステップを理解している
・移動やキャンプ、難しい状況の対処
のための手順を理解している
・プログラムを組織するための、テク
ノロジーやソーシャルメディアの役
割を理解している
・ウイルダネス環境におけるテクノロ
ジーの使用という議論について理解
しており、自分なりなスタンスを持っ
ている

・14 ステップのそれぞれをダブルチェック
し、最後に再度 3 度目の確認をしてから実
際の遠征を実行する
・使用許可証、キャンプサイト、装備のレ
ンタル、移動手段、コミュニケーション手
段、他にも必要なことをすべて予約する
・マネジメントの課題を達成するためにテ
クノロジーを使いこなす

・共通するリスクマネジメントに関す
ることに言及した完全な遠征計画を
立てることができる
・ほかの人が遠征計画を立て、手配を
することを指導できる
・他の指導者がマネジメントの課題の
ためにテクノロジーを正しく使う様
手助けできる

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
ス
キ
ル

・レッスンプランに基づいて、少なく
とも 2 つの指導方法を組み合わせて、
意図した学習目標に向けた指導を行
うことができる
・人間がどのように学習するのか、経
験、記憶、修正、反復の 8 つのステッ
プを理解する
・どのように人々に教えるのが最も
効果的なのか、学習体験の前、最中、
後という３つの局面において理解し
ている
・指導方法の７つの組み合わせを区別
できる
・学習スタイルに合わせた指導に関す
る神話と、情報保持に関する割合を
特定することができる

・少なくとも 4 つの指導方法を組み合わせ
て、小集団を指導し、参加者の個別の学習
をサポートすることができる
・参加者の文化的な視点に合わせた学習へ
適応できる
・身体的なスキルを教えるための学習の深
まりを利用し、学びを確かなものにするた
めに、一連の復習や過程、応用課題を用い
る
・効果的なレッスンの計画、目標作成から
指導の実施、継続的なソクラテス的質問ま
で、効果的なレッスンをデザインできる

・7 つの指導法のうち、少なくとも 6
つの指導方法を組み合わせて、大人
数の集団を指導し、参加者個々にとっ
て学びとなるよう指導できる
・冒険体験全体を、参加者にとって文
化的にふさわしい形にて提供できる
・学習と指導する責任をスムーズに参
加者へ移行させる
・他の指導者やスタッフたちのメン
ターとして指導できる
・他の指導者のためにレッスンプラン
やゴール設定、目標作成の見本とな
る
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ソ
フ
ト
ス
キ
ル

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル

・ファシリテーションの価値、学習
転移の３つの段階の必要性、４つの
プログラム分野（レクリエーション、
教育、発達、セラピー）の役割につ
いて理解している
・議論において、非言語的なやり方を
適用できる
・行動を観察し、観察に基づいた質問
を作成する

・ファシリテーション技術の３つの段階（発
想の展開の基本、行動変容の中間体、臨床
的な変化に対する抵抗感を変える展開）を
区別する
・活動をファンタジーなやり方や現実的な
やり方に展開することができる
・メタファーによる転移を強調し、参加者
の生活へと学びを統合する

・メタファー、同型性、問題解決重視
のファシリテーション、抵抗への対
象、逆説、二重拘束、積極的に視点
を変えるといったセラピューティッ
クな手法についての専門知識を持っ
ている
・活動をその場の文脈や導入として展
開できる
・参加者の自己内省や継続的な取り組
みを促す

レクリエーション：ファシリテーショ
ンは必要ない、アクティビティは本
質的に楽しいもので、感情を変化さ
せる
教育：初級レベルファシリテーショ
ンのスキル（基本原理とその変容）
を理解している
発達：中級レベルのスキルは理解し、
初級レベルなスキルは理解し、実行
できる
セラピー：上級レベルのスキルを理
解し、中級レベルのスキルは理解・
実行でき、基礎的なスキルは発展さ
せられる

レクリエーション：ファシリテーションは
必要ない
教育：中級レベルのファシリテーションの
スキル（フロントローディングやフリージ
ング）を理解しており、初級レベルのスキ
ルについては実行できる
発達：上級レベルのスキルは理解し、中級
レベルなスキルは理解し、実行でき、初級
レベルのスキルは発展させられる
セラピー：上級レベルのスキルを理解、実
行でき、初級・中級レベルのスキルは発展
させられる

レクリエーション：ファシリテーショ
ンは必要ない
教育：上級レベルのファシリテーショ
ンのスキル（フォーカシングやフォー
ティファイイング）を理解しており、
中級レベルのスキルについては実行
でき、発展させられる
発達：上級レベルのスキルを理解、
実行でき、初級・中級レベルなスキ
ルは理解し、実行、発展させられる
セラピー：初級から中級、上級レベ
ルのスキルを理解、実行、発展させ
られる

メ
タ
ス
キ
ル

指
導
者
倫
理

・倫理的な状況を単一的な観点（原
則・価値観あるいはフェミニズムな
ど）から検討する
・自分自身のゆずれないもの、信念体
系、プロフェッショナルスタンダー
ドを持っている
・確立された倫理規範に従う
・倫理的なジレンマのシナリオや仮設
を解決する実践を行う
・プログラムの前、最中、事後と通し
て参加者とともに倫理的で専門的な
行動をとる

・倫理的な状況を３つの観点（原則・価値
観あるいはフェミニズム）の組み合わせか
ら考慮する
・他の指導者とオープンに共有しながら、
個人的な倫理観を発展させる
・実際の倫理的ジレンマを解決するために、
直観や、選択肢のリスト、倫理的ルールを
作り、道理的に判断する
・プログラムにおける倫理的な問題、特に
参加者や環境保護に関する問題を提起する

・倫理的な状況を多角的（原則・価値
観あるいはフェミニズムなど）に吟
味する
・倫理的な原則（非計画性・自律性・
恩恵性・忠実性・正義性）と倫理理
論（普遍性と均衡性）を通じて道理
的に判断し、実際のジレンマを解決
することができる
・専門的な倫理に関する議論に貢献
し、自らそのように生きる

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

・独裁的・民主的・放任的といったど
れか一つのリーダーシップスタイル
を表現し、示すことができる
・他の二つのリーダーシップスタイル
への柔軟な対応が必要であることを
理解している
・リーダーシップの影響力を理解し、
５つのタイプ（見本型、権威型、エ
キスパート型、ごほうび型、叱責型）
がリーダーシップと極端にどのよう
に関連しているか理解している
・課題や、人間関係、条件への好みへ
の配慮が表現のスタイルにどのよう
に影響するか知っている
・グループの発達段階（形成期・混乱
期・統一期・機能期・散会期）のそ
れぞれに関連する参加者の行動を特
定できる
・リーダーシップスタイルとグループ
ダイナミクスの段階の関連を、課題
と関係性のジレンマに関して理解し
ている

・独裁的・民主的・放任的のうち、２つのリー
ダーシップの違いを明確に表現し、示すこ
とができる
・他のリーダーシップスタイルへの柔軟な
対応が必要であることを理解している
・５つの発達段階にある参加者グループと
協働するたえにリーダーシップを戦略的に
応用できる
・グループダイナミクスに影響する複雑な
要因を理解している

・独裁的・民主的・放任的という３つ
のリーダーシップの違いを明確に表
現し、示すことができる
・状況に応じて３つのリーダーシップ
スタイルに柔軟に対応することが必
要であることを理解している
・リーダーシップのスタイルを参加者
グループの発達段階に正しく合わせ
ることができる
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メ
タ
ス
キ
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

・効果的なコミュニケーションや、積
極的な傾聴、フィードバックといっ
た理論と実践を理解している
・人前で話す、指導する、変化を促
す、対立を解決するといったコミュ
ニケーションの基本を理解している

・他者とのコミュニケーション、他者への
傾聴とフィードバックに長けている
・メッセージの受容と伝達を高めるために、
相手に伝える前にメッセージを個別にアレ
ンジできる
・指導やファシリテーションを行うときに、
有能で自信に満ちたスピーチができる
・2 人の個人間の対立を解決できる

・他者のコミュニケーション、傾聴、
フィードバックを向上の助けとなる
・いくつものグループの派閥間に存在
する対立を解決できる

問
題
解
決

・問題解決、意思決定、判断の違いと
関連性を理解している
・分析的な順序に沿って問題を解決で
きる

・問題解決、意思決定、判断を実践場面に
おいて区別できる
・分析的、そして独創的な方法を融合させ、
多面的なアプローチに沿った問題解決がで
きる
・多面的な問題解決モデルの長い（複雑な）
様式や、（単純な）様式の正しい使い方を示
すことができる
・問題解決プロセスにおける一般的な不具
合を回避、または特定い、解決できる

・問題解決、意思決定、判断のユニー
クな特性やそれぞれの特性を教える
ことができる
・多面的なアプローチと直感的な判
断、自然体での意思決定を融合させ、
直観的に問題を解決する

意
思
決
定

・量的または質的に最適な決定を下す
ために、選択肢を広げる創造的なテ
クニックと、選択肢を絞り込む識別
的なテクニックを適用できる
・意思決定のタイミングによって、ど
のように最も適したリーダーシップ
のスタイルを用いるか理解している

（グループの成長のために時間がある
ときは放任し、緊急時は独裁的に、
バランスの取れているときは民主的
に）
・意思決定がもたらす結果の大小を区
別することができる
・意思決定のアプローチ（エキスパー
トの直観的、協議共有型、全員一致型）
に密接にかかわる 2 つの要素を示す
ことができる
・バイアスが意思決定にもたらすかも
しれないマイナス方向の影響につい
て気づいている

・経験則に基づく判断と多面的な問題解決
によって習慣的に意思決定を行っている
・意思決定の必要な時に躊躇や、後らせる
ことをしない
・意思決定のアプローチ（エキスパートの
直観的、協議共有型、全員一致型）に密接
にかかわる 4 つの要素を示すことができる

・多面的な問題解決と直感的な判断で
自然に意思決定ができる
・意思決定のアプローチ（エキスパー
トの直観的、協議共有型、全員一致型）
に密接にかかわる６つの要素を示す
ことができる
・意思決定において最も一般的な 50
のバイアスのうち、過半数（25 以上）
を回避することができる

判
断

・豊富な経験と蓄積されたデータベー
スによる的確な判断力を有する
・学習、記憶、脳機能、ふりかえり、
屈折、経験則などの判断に関わる理
論を理解している
・１２の最も一般的な経験則とそれら
がどのように判断と相互作用するか
を詳細に理解している
・経験則に基づく判断と直感による判
断を区別できる

・経験則を意識的に利用することで、正し
い判断ができる
・現場でリスクに対応するために経験則の
一面を適用する
・残りの７つの経験則（有効性、類似性、
代表性、シミュレーション、調整による固
定、認識、差し引きゼロ）を意識的に使い、
適切な判断をすることができる。

・無意識のうちに直観を働かせ、経験
値から正しい判断をしている
・直観と、経験則と直観のバランスを
調整し、耳を傾ける

研
究

・望ましい実践やプロフェッショナル
としてのパフォーマンスの基準を示
す研究結果を理解している
・プログラム実践に関連する専門性の
最新動向を知るためにどこに行けば
よいか知っている
・学術的にしっかりした研究結果と、
欠点のある方法や妥当でない前提、
誤った結論を含む研究をどう区別す
るか知っている

・専門性の発達のために新しい情報収集や
追求を積極的に支える
・プログラムをよりよくし、スタッフの知
識を増やすために研究を実施し、新しい研
究結果を共有し続ける
・参加者や環境、活動、プログラム、リーダー
シップ、その他専門的な実践に合わせて研
究結果を調整する

・専門的実践について調べる調査研究
へ貢献する
・過去の研究からの新たな専門的実
践の応用について研究者にフィード
バックを行う
・研究プロセスや結果へのサポートを
提供するために研究者とのしっかり
としたパートナーシップを確立して
いる
・新しい研究課題を提示し、研究者と
ともに専門家による、あるいは専門
家のための実践的な課題に対する新
しい答えを見出す
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翻訳者一覧（章順）

岡村泰斗 ( 株式会社 backcountry classroom)
張本文昭 ( 沖縄県立芸術大学 )
西島大祐（鎌倉女子短期大学）
藤岡良仁（公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会美方高原自然の家）
塚原俊也（くりこま高原自然学校）
住吉利允（くりこま高原自然学校）
濱谷弘志（北海道教育大学）
中村正雄（大東文化大学）
寺田達也（ひの自然学校）
山崎智文（エンカレッジ株式会社）
堀松雅博（びわこ成蹊スポーツ大学）
青木康太朗（國學院大學）
横山誠（大阪国際大学）
井上望（仙台大学）
橋本和俊（びわこ成蹊スポーツ大学）
福富優（至学館大学）
小澤新也（株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン）
市川雄一（ハレノタグ）
稲葉明子（株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン）
江川潤（神田外語大学）
杉村厚子（株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン）
村井伸二（玉川大学）
島崎晋亮 ( 株式会社信州アウトドアプロジェクト )
高山昌紀（アソベンチャーライフジャパン）
林健児郎（公益財団法人大阪 YMCA）
岡田成弘（東海大学）
山本亮司（公益財団法人神戸 YMCA）
阪田晃一（公益財団法人神戸 YMCA）
柴田大悟（みたけレースラフティングクラブ）
水津真委（びわこ成蹊スポーツ大学）
徳田真彦（大阪体育大学）
吉田理史 ( 株式会社信州アウトドアプロジェクト )
若泉将貴（ひの自然学校）
叶敬偉（Brook University）
佐藤訓（株式会社電通）
森本弘太（エンカレッジ株式会社）
林綾子（びわこ成蹊スポーツ大学）

冒険プログラムの指導法
発行者　公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会
　　　　株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン
　　　　一般社団法人 Wilderness Education Association Japan
　　　　特定非営利活動法人リーブノートレイスジャパン
監訳者　林綾子・岡村泰斗
発行所　株式会社 backcountry classroom
　　　　〒 300-3253 茨城県つくば市大曽根 3765-4
　　　　電話 029-895-3775
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野外指導者とは、自然環境の中で、個人もしくはグルー
プの安全を確保し、環境を保護しながら、参加者の体験
の質を保証することのできる指導者である。

ポール・ペッツォ (1984)


