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Version1.0 監修者まえがき 

この本について 

アート・オブ・ホスティングは実践のコミュニティ。 

これまでの実践者たちが、経験から得たものや役にたった知識を書き留めたり、編
集したりした英語の「ワークブック」をコミュニティで共有しています。この本は、
そのワークブックの骨組みだけをお伝えしようというベルギー・チームの試みでで
きたものです。 

いろんな人のいろんなケースで学んだことを大切に収穫したワークブックは、逆に
いうとその網羅性に配慮しすぎるあまり、シンプルに読めない部分がありました。
またグローバルではここ３年ぐらい、ワークブック本体の改訂にプロジェクトが動
いたり止まったりしています。これも、いろんなところに配慮し過ぎなのだろうな、
でもそれが私たちの良さでもあるし難しいな、と個人的には思っているところです。 

 

「アート・オブ・ホスティングってなに？」 

複雑で豊かで、参加者によって起こることが変わるのに「大切なコアがある」とも
言っているこのトレーニング。「一体何なの？ということを、豊かさを損なわない
で、シンプルに伝えられないか」について、これまでいろんな人がこの問いにチャ
レンジしてきました。 

今回の Companion - 手引書という名の別冊版は、それに応える１つの形です。ボ
リュームは、オリジナルのワークブックの６割ぐらいで、オリジナルより言いきり
が多く、リスクをとってコンパクトにお伝えすることを目指したものです。ベル
ギーの編集チームも、「これをたたき台にしてさらなる議論を」と呼びかけていま
す。日本でもこれをベースにいろんな私たちらしさ、私たちらしいアート・オブ・
ホスティング をみんなで学び、練習し、振返り、また学ぶ・・・というチーム学習
のプロセスで広がって行ったらうれしいです。 

 

 

この翻訳文書は、たくさんの方の思いと話し合いとアクションによって作られ
ました。 

関わってくださった方の「ギフト」をどうぞお楽しみください。 

このワークブックが、ひとりひとりの「大切な話し合いと取り組みをホストし、
ハーベストするためのアート」を日々実践するために、いつもおそばにありますよ
うに。 

 

2016 年 9 月の晴れの日に 

牧原ゆりえ 
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はじめに 

 

ようこそ！お待ちしていました。 

 

そもそも、なぜ私たちはここに一緒にいるのでしょう 
今ベルギーの社会では、多様性のことを考えずに日々を過ごすことはできません。言
語、文化、政治、民族しかり、象牙の塔の専門家たち、管理職と従業員、世代、信仰
や個人の経歴などしかり。 

ベルギーと同じように、気づけば世界中いたるところで、断絶を越えたり、架け橋を
築いたりすることが求められていることがわかります。トップダウン型の管理とボト
ムアップ型は、どう折り合えばいいのでしょうか。ステークホルダーを巻き込むには、
どうすればいいのでしょうか。波のように押し寄せる難民を社会に受け入れること。
世代、信仰、言語、世界観、文化の境界を超えて歩み寄ること。こうした違いのすべ
てを、人類性と言う豊かなダンス （dance1）の輪に招き入れること。そのためにどう
したらいいでしょうか。 

これから三日間、アート・オブ・ホスティング 2 を共に学び実践していきましょう。
これは、私たちが日々抱えている課題に効果的に向き合うための一連の手法と実践で

                                                
1 監修者注：アート・オブ・ホスティングでは、この「ダンス」という言葉がたびたび出てきます。一定の

「こうあるべき」を志向するのではなく、その時々において何かと何かのバランスを自分なりに選び続け
て実践していくのです。この「ダンス」「舞」は、振り付けで踊るというよりは、軽やかな動きや躍動感
に近いイメージです。 

2 監修者注：正式名称は Art of Hosting and Harvesting Conversations and Work that matter. 私たちに
とって大切な話し合いや取り組みをホストし、ハーベストするアート。又は Art of Participatory 

Leadership.参加型リーダーシップのアートと呼んでいます。ここではアート（Art）に、こんな意味が込
められています。 

例えば… 

・ 目的のために、探究し続けるもの。一生完成しないもの (Monica Nissen) 

・ 誰でもできるもの。誰でもうまくなっていいもの。その人なりのやり方に味があるもの (Art of Hosting 

Kalundborg 2012)  

・ アルチザンの知 (Art of Hoting Fukushima 2015 Hosting team meeting) 

・ 数値にできない世の中の価値観を見える化する営み 

す。お互いについて話すのではなく、お互いに語り合う、本当の意味で参加型の
様々な形のリーダーシップへの実用的アプローチをともに経験します。これにより、
あらゆる人間同士のつながりに存在する集合知・叡智を最高の形で引き出し、それ
に基づく決定ができるようになります。 

このトレーニングを通じ、綿密に設計された対話のプロセスから生まれ出る、集合
知のもつパワーを実感してみてください。こうしたプロセスには、サークル、ワー
ルド・カフェ、オープン・スペース・テクノロジー、プロアクション・カフェなど
の手法が含まれます。また、こうした参加型のアプローチを効果的に活用する上で
最も大切な原理原則と世界観や、効果的プロセスを設計するための基本的な考え方、
そして対話の成果を日常に持ち帰るための方法も学びます。 

これは極めて体験型のトレーニングです。初日から、学びを実践するために、ホス
ティング・チームの支援とガイダンスの下、プロセスの一部を一人でまたは仲間や
誰かと一緒にホストすることを通して、一歩を踏み出すように招かれます。一所懸
命取り組んでください、自分に挑戦してください、沢山笑ってください、見たこと
聞いたことに心を動かされてください、そして、来た時よりもひと回り大きくなっ
て帰る自分に気づくことでしょう。 

 



 

 

生きとし生けるもの全てが豊
かになれる社会を実現するっ
て、どういうことだろうか。 

自分の文化や価値観を過小評価した
り犠牲にしたりせず、みんなの価値観
や文化習慣を喜んで受け入れられる
場ってどこにあるのだろうか。 

この「ワークブック」について 

アート・オブ・ホスティングは、これまでさまざまな形で説明されてきました。でも、
それは驚くことではありません。なぜならアート・オブ・ホスティングは、多面的で、
常に進化を続ける一連の実践と、ものの見方だからです。アート・オブ・ホスティン
グは、集合知・叡智そしてその創発への飽くなき探求と捉えることも可能です。深い
対話から持続的で楽しく効果的なコラボレーションを生み出すことを可能にします。
新しい知と実践という現象の探求として捉えられるのです。 

創発する知性とは、堅実に流れる川のようなものです。ゆえに、それを著作物という
形で伝えるのは、とても難しいことです。実際、創発する知を伝えようとするという
ことは、自己矛盾をはらんでいます。深い対話のプロセスから出現することを信頼す
るのではなく、それを何らかの形で捉えようとしたがる人間の欲求が症状として出た
ものです。 

ただし、創発する知は何もないところから生まれてくるわけではありません。連綿と

続く無数の経験や知恵の積み重ねの産物なのです。アート・オブ・ホスティングを
より深く理解するには、土台となる概念や実践、そしてその根拠を知る必要があり
ます。このワークブックは、豊かで複雑なアート・オブ・ホスティングを言葉で語
るには限界があるということを謙虚に受け止めながらも、「禅の奥義の『指月 3』」 

のように実践を通じてしか到達しえない月を指し示そうとするものです。私たちが
ここで望むのは、創発の不思議を共により深く探求することです。もし日々の生活
や仕事にアート・オブ・ホスティングの実践を活かす試みの助けになれば幸いです。 

前述の「免責事項」の踏まえ、このワークブックは皆さんの学びを手助けするため
に提供されるものです。本書では以下に触れています。 

z 主な対話の手法と対話の成果をハーベストするためのアプローチについて、実
用的に概要と、詳細情報へのリンク 

z より複雑なプロセスの設計に、主な対話の手法を活用するのに役立つ概念モデ
ル 

z アート・オブ・ホスティングをただの手法の集まりから、深いレベルでの共創
と全体性をもたらす生き方に昇華させている、基本的な実践についての記述 

z これらの根底にある世界観と基本となる仮説 

アート・オブ・ホスティングは、氷山のようなものです。最初に目に触れる部分は、
様々な手法です。でも、それらは目に見える一角に過ぎません。水面下には、目に
見えない土台の構造、姿勢、実践があり、全体を下支えしています。アート・オ
ブ・ホスティングに惹かれる人は、私たちの経験上、まず全体像を把握することが
好きな人が多いようです。そこで本書は、この氷山の一番の奥底の説明から始め、
表面へ順次上がっていくようにしました。もし手法から始め、そこから深堀りして

                                                
3 禅の世界では、経典などはその方向性は示すものの、言葉では本来の釈迦の教えは伝えられないとし、

文字や言葉による伝達を避け、座禅にひたすら励むことにより、以心伝心、お釈迦さまと同じ域に達し
自ら悟ることを目指しています。 

その例えとして、「指月」が用いられ、月を指す「指」を経典に、その延長線上にある「月」を仏の教
えとし、月に辿り着くことがすなわち悟りの境地としています。 

「月」（仏の教え）を知る上で、経典はあくまでも「指」であり、その方向を示す便宜的なものであり、
決して「月」そのものではなく、あくまでも座禅により以心伝心、自らが「月」に辿り着くことが重要
であると説いています。(http://www.surugawan.net/guide/38.html) 
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いきたい場合は、後ろから読み進めることをお勧めします。目次は、その参考になり
ます。 

このワークブックそのものは、世界に広がるアート・オブ・ホスティング実践者のコ
ミュニティにより 10 年以上かけて紡がれてきたものです。根幹に流れるものは常に認
識することができますが、その時その時に作られるワークブックはそれぞれ異なりま
す。つまり、特定の著者がいないということです。共働での探求と個々の実践者の好
意の結実として常に進化し、クリエイティブ・コモンズとして保護されています。 

 

アート・オブ・ホスティングとは（仮）4 

アート・オブ・ホスティングとは何か、そして、アート・オブ・ホスティングは何の
ためにあるのか。こういった問いを、一連の取り組みや実践に関連付けて理解するた
めに、アート・オブ・ホスティングがここまで育つに至ったニーズを理解していきま
しょう。ニーズは人間の心の奥で感じられるものであり、社会の中で様々な形をとっ
て現れるものです。一旦ニーズが明確に感じられれば、そのニーズを満たす目的を明
確に説明することができるようになります。この目的を追求する時に私たち実践者を
導いてくれるいくつかの原理原則と密接につながることが、アート・オブ・ホスティ
ングがアート・オブ・ホスティングである所以ということができます。 

 

アート・オブ・ホスティングのニーズ 5 

z 分断からつながりへ移ること–自分自身の源と、自然と、お互い同士と、そして
より大きな全体とのつながりへ。 

z 集合的叡智にアクセスすること 

z 参加者全員の知性にアクセスし、そこから叡智を引き出すこと 

z 組織化と相互作用のパターン 6を変えること。 

                                                
4 2005年に開催された最初のアート・オブ・ホスティング世話人の集いでの対話から抽出 

5 ここで描かれているアート・オブ・ホスティングのニーズ、目的、原理原則については、ケイオディック・
ステッピング・ストーンの章立てを参考にしてください。 

6 【翻訳者注】組織化は、集団内に秩序をもたらすしくみが作られること。ここでは、コントロールが組織化

z 自分たちの行動は、いつも根本的な意味に根ざしていること 

z 「場」から導きだすことを可能にすること 

 

アート・オブ・ホスティングの目的 

z 創発のための「器」、そして「場」を基にリーダーシップを取る実践のための
「器」を創ること 

z 自身に対して真でありつつ共に在れるような意識で居られるよう、人々をホス
トすること 

z 叡智を持って行動に移す勇気が自分たちにあるということを心に留めておくた
めに、私たちの内なる世界と外の世界を調和しつなげること。 

 

アート・オブ・ホスティングの原理原則 

z アート・オブ・ホスティングは、いのち 7そのものだということ。—何かを生
み出す力があり、誰のものでもない 

z アート・オブ・ホスティングのさまざまな実践は、私たちが自分自身、お互い
同士、そしてより大きな全体とつながるための入り口である 

z アート・オブ・ホスティングにより、私たちは一つにつながることができる。 

z アート・オブ・ホスティングは、多様性を歓迎し祝福する 

z アート・オブ・ホスティングは、いのちを招き入れることで、その瞬間のニー
ズに応える 

z アート・オブ・ホスティングを常に意識することで、さまざまな実践を柔軟に
                                                                                                          
（指示的明示的組織化）するパターンから、自己組織化するパターンにシフトすることだと考えていま
す。 

http://s3.amazonaws.com/hsd.herokuapp.com/thumbnails/9/original/landscape_diagram.wiki.

jpg?1344373632 

この左下から右上に行くことのイメージです。相互作用はお互いの対話の質や関係性の質です。 

7 【監修者注】Life を、いのち、人生、生活などの全てを含め、ここでは「いのち」と翻訳しています。 



 

 

取り入れたり手放したりすることを可能にする 

z アート・オブ・ホスティングの実践をホストしたり教えたりするには、実践の根
底にあるパターンとともにあり、それをホールドし体現しなくてはならない。 
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アート・オブ・ホスティングの土台となる世界観と 
基本的な前提 

この節では、対話のホストとしての私たちの仕事を下支えする基本的な前提について
簡単に紹介しています。三日間のトレーニングでアート・オブ・ホスティングの基本
を学びます。そして、その後それを実践するようになった人の多くが、ここで紹介す
る基本的な前提を世界観とするようになり、日々の人生を送る土台にしています。こ
の世界観に基づいて私たちは組織を理解したり、人々が共に働くときの力学を認識し
て解釈したり、その場の選択をする参考にしたりしています。人は誰でも世界を特定
の見方で見ています。そうした見方は、何が真実で何が正しいか、それぞれの状況に
おいて何が機能しているのかについてのたくさんの思い込みで出来ています。こうし
た前提は、ほとんどの場合は暗黙のもので、無意識でありながら、私たちのとる行動
を決定しています。共に働いたり生活したりしていても、取っている行動が同じ世界
観や信じていることに根ざしていることは、ほとんどありません。これにより互いを
理解することが難しくなっています。ここでは、アート・オブ・ホスティングの土台
となる前提を明らかにすることで、明確な意思の疎通を図り、共通の理解のための基
盤を整えることを意図しています。 

 

個人からシステムレベルへと波及する 
リーダーシップのアプローチ 

アート・オブ・ホスティングは、リーダーシップに対する参加型のアプローチで、複
雑な今日の世界で人のいのちが健やかに花開くように支援するためのものです。具体
的には、個人で実践すること 8、対話を行うこと、ホストの力を借りて集団として探
求すること、共創によるイノベーションを起こすことを学びます。特に効果を発揮す
るのは、複雑に絡み合い解決が困難な課題に共同で対処する必要のある場合です。 

アート・オブ・ホスティングは、人の様々な実践で成り立っています。その人がどん
な規模の組織や社会に属しているのかは関係ありません。目的は、大切なことについ
て話して収穫し、より賢い行動を選択し、より再生力のあるコミュニティとなるため

                                                
8 ここでの個人の実は、この後の「実践の４相」の「ホストユアセルフする」をご覧ください。 

の能力を育てることにあります。こうしたアート・オブ・ホスティングの実践は、
様々なレベルでの学びに焦点を当てていきます。それらの実践が、互いに影響し合
い、個人からシステムのレベルへとスケールアップしていきます。 

z 個人のレベルでは、モチベーション、勇気、能力やスキルを育てます。これに
よって、個人としてのリーダーシップを発揮するようになります。 

z チームのレベルでは、その目的や状況によらず、叡智ある行動をとることが目
標とします。具体的には、集団で振り返り、創造し、意思決定をし、対話をホ
ストするのに最適なタイミングを見極める能力を育てます。 

z コミュニティや組織などのレベルでは、多様性を歓迎し、祝福します。共通の
目的を捉えその価値を認め、組織やネットワークまたコミュニティとしての最
高の可能性を発揮することに情熱を傾ける文化を育てます。 

z グローバルなレベルでは、健全な形で協働するエコシステム、つまり、多様な
コミュニティや組織が生まれるのをサポートします。そして、私たちが普段意
識しているよりも大きな世界が常にあることや、私たちの多様性から生まれる
知識と経験から恩恵を受けていることを認識します。 

アート・オブ・ホスティングというトレーニングの特徴の一つとして、（人間社会
を含む）生きものの世界にある複雑性を鏡写しにしたような実践のパターンが挙げ
られます。そのパターンは、フラクタル構造になっています。つまり同じパターン
が前述のすべての規模レベルで繰り返し現れるのです。自分自身やチーム、または、
より大きな集団や社会であったとしても、それらと向き合い働きかけるやり方は、
同じ道筋を通り、そこで使われる根本的な姿勢やプロセスは同じです。こうしたパ
ターンは、アート・オブ・ホスティングの実践が深まり強化されるに従って、より
鮮明に見えてきます。 
  



 

 

世界観のシフト：直線的で機械論的世界から、生きた複雑系へ 

人というものは、それが個人であれ、構成員となっている組織であれ、すべてリビン
グ・システムです。つまり、人は知性があり、創造的で、適応能力があり、自己組織
化し、意味を求めるということです。 

デカルトとニュートン以来、この３００年間、私たちの思考形態は合理主義によって
主に支配されてきました。物事を理解し、「コントロールする」ことができました。
私たちは、自分の体や組織を機械、つまり役割の明らかでどのように行動するのかを
予測できる明確なパーツで作られたものというように捉えがちになりました。 

こうした機械論的見方は、複雑な状況で意思決定をするのには十分な助けとはなりま
せん。 

リビング・システムは、自然界のいたるところにあります。コロニーを形成するバク
テリア、蟻塚を作るアリ、様々な気候に適応した複雑な生態系など。また組織やネッ
トワークも複雑な生きた組織です。 

 

リビング・システム 9の特性 

z すべての生命は一つのリビング・システムの中に存在する：「他者」は存在せず、
「私たち」（人類、自然、全て！）があるのみである 

z リビング・システムは自己組織し、自己組織は新しい特性や性質の出現をもたら
す 

                                                
9 【監修者注】リビング・システムの日本語は「生物系」ですが、アート・オブ・ホスティングではカタカナ

で「リビング・システム」と呼んでいます。定義については Wikipedia の英語のページの一部によると、
次の通りです。 

https://en.wikipedia.org/wiki/Living_systems 

リビング・システムはオープンで自己組織的なイキモノで、自分の置かれた環境と相互に影響試合ってい
ます。リビング・システムは、情報とエエルギーと物質のフローによって維持されています。 

生態学や生物学から生まれた一般理論であるリビング・システム理論は、すべてのリビング・システムが
どのように振る舞うのかについての一般原則を明らかにしようとしています。ある現象をその構成要素に
分解して解析するのではなく、組織が環境とどのように相互作用するかについての動的なパターンという
観点から現象を探求するのです。 

z リビング・システムは多様性を求める 

z リビング・システムは変化する周囲の環境に常に適応し続ける 

z リビング・システムの中では全てが相互につながりあっている 

z リビング・システム内のパターンは、フラクタル構造をしている：同じパター
ンが全てのレベルで繰り返し現れる 

 

それがリーダーシップにとって意味するもの 

リビング・システムの世界観は、私たちの仕事にどのような影響をもたらすので
しょうか。ここからは、これまでアート・オブ・ホスティングを実践した経験の中
で現れてきたもので、アート・オブ・ホスティング実践者との長年の対話の中から
まとめられたものです。 

 

参加型のアプローチが必要である  

私たちが直面する課題が複雑になるにつれ、組織、政府、教育、非営利、コミュニ
ティ、家族を問わず、共通の利益のために新しい解決策をみつけることが重要と
なっている。アート・オブ・ホスティングは、そういう前提と経験から生まれてい
ます。 

 

イノベーションはカオスと秩序の間から生まれる  

イノベーションを起こしたり、変化を乗りこなしたりするためには、すでに知って
いることを手放し、知らないという領域に踏み込む必要があります。自然界では、
全てのイノベーションが外縁で起きています。新しいつながりが作られ、新しい可
能性が生まれてくるのは、目に見えるカオスと秩序の間の空間からなのです。大き
な変化や変容のプロセスでは必ず、カオスを通り抜けて新しい発見や新しい意味に
たどり着いています。（ケイオディック・パスの章も参照のこと） 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Living_systems
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対話が大切である  

より多くの人を対話の場に招き入れるのは、当たり前のことです。何世代も昔に、火
を囲み輪になって座っていたのです。対話は、私たちが共に考えを発展させ、新しい
意義を見出すやり方なのです。また本当の意味での協働を生み出す強い関係性を築く
方法でもあります。 

 

共有化された意義は叡智ある行動につながる  

協力するために招かれ参加している人たちは、自分にとって意義のあることにしか注
意を払いません。大切な問題について共通して感じている思いを表面化する対話は、
行動につながるアイディアや解決策に対するオーナーシップと責任感を育みます。目
的が明確で共有されている時に生まれる行動は、持続するものです。 



 

 

土台となる実践と概念的モデル 

実践の四相（The Four-Fold Practice） 

アート・オブ・ホスティングの真髄は、実践にあります。つまり、
訓練、具体的活動やスキルの実行を繰り返し行うことで、そのレベ
ルを維持し深めていくことです。それは、より深い理解とより巧み
な行動へと至る考え方であり、行動であるとも言えます。アート・
オブ・ホスティングの実践には、「実践の四相」（the ‘Four-fold 

Practice’）があります。それぞれの相にさらに幾つもの実践があり
ます。      

アート・オブ・ホスティングを一つの実践として捉えると、技を習
得するためには、継続的に練習をするという大切な意義が見えてき
ます。実践しないのであれば、アート・オブ・ホスティングに参加
したことにはなりませんし、その道を探求することもありません。
アート・オブ・ホスティングという活動をしている人は、「実践者」
と呼ばれます。実践に取り組むことが、アート・オブ・ホスティン
グの中心にあるからです。どの実践もそうですが、時間を経てその
能力は磨かれていき、新しい境地と意義を実践に見出すようになり
ます。 

場をホールドすることは、コントロールを手放すという実践です。
これは、受け身の姿勢で実践したり、関与をしないということでは
ありません。場をホールドするには、深いあり方が求められるだけ
なく、傾聴やマインドフルネスも必要となる能動的かつ意図的で、
エネルギッシュなプロセスなのです。アート・オブ・ホスティング
には非常に多くの実践が内包されているので、実践の四相のそれぞ
れに焦点を当てることでわかりやすくなるかもしれません。 
  

ホストユアセルフする 
参加する 

対話を 
ホストする 

ともに学ぶ 

学習者となる 

学習者の 
コミュニティになる 

学習するコミュニティになる 

自分らしく場に参加するよう、呼
びかける 

コミュニティとなり、実践する 

そのままの自分でいる 

 

ホストされる 
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ホストユアセルフする（Host Self） 

アート・オブ・ホスティングは、あり方、つまりホスト自身を体現するあり方の技（art）
です。どんなスキル、テクニックも、ホストの意識の持ち方に取って代わることはでき
ません。ホスティングとは、あり方を問われるものです。つまり、人との関係性におい
てでしかできない深いところで自分と向き合うことからくる、嘘のなさ、弱さを含めさ
らけ出すこと、自信、勇気といった性質が問われます。あり方というのは、肉体、思考、
感情、精神的な側面が合わさって現れてくる包括的なものです。そういうあり方によっ
てこそ、ホストは緊張状態にある感情の渦中に立ち、結論を急ぐことなくカオスに耐え、
沈黙にも焦らず、個人のエゴを超えた大きな目的のために働くことができるのです。 

自分をホストするということは、「自分」が現れるように場を支える実践です。肉体の
次元では、自分の身体の声を聴き、ストレスを管理することです。思考の次元では、習
慣的な思考パターンや無意識の思い込みや前提を離れ、開かれた思考を育てます。感情
の次元では、習慣となった感情的な反応が何かを認識し、そうした感情に対処する新た
なやり方に気づくようになります。また自分の期待や投影を制御し不確実性とうまく付
き合うことに役立ちます。また自分を受け入れ、リスクをとる姿勢、間違いや失敗から
学ぶことを恐れない姿勢を育みます。精神的な次元では、目に見えないエネルギーや意
識の世界と私たちをつなげ、エゴへの執着を減らし、コントロールを手放して共感から
行動する自由を与えてくれます。そうすることで孤独と沈黙、自然とのつながりを受け
入れるようになります。自分のあり方は、取り繕ったり、強制したり、開発したりする
ことさえできないものです。あり方のために場をホールドし、より深い場とあり方を誘
発するという深化するサイクルの中で、無理なく心のバリアを認め取り除くことで、自
然と現れるものなのです。 

アート・オブ・ホスティングでは、自分をホストするための特定の実践を認定したり推
薦したりはしていません。むしろ、すべての実践者は、コントロールを手放し、「自分」
が出現するための場をホールドする、自分なりの実践をみつける必要があることを認め
ています。 

それは、ヨガ、ダンス、武道、瞑想、思いのままに綴ること、祈り、心理カウンセリン
グ、自然の中で過ごすこと、独りになること、タントラのセックス、アート、音楽な
ど・・・。大切なことは、あり方のための自分の能力を高める実践をみつけることなの
です。 

参加する（Participate） 

ホストユアセルフから現れる自分のあり方が整えば、参加する準備はできています。
ある次元では、参加することというのは、対話に参加しホストされることを意味し
ます。実践が深まるにつれ、それは全身全霊で参加することに進化していきます。
その段階になると、参加することとは、期待を手放し特定の結果に固執することな
く、そこにあるものに関わることへと変わります。自分が心から興味関心をもって
場に参加しつつ、場に創発しようとしているものを感じ取りましょう。そして、よ
り大きな目的に貢献するために自分自身と自分の興味関心を一致させる術を見出し
ましょう。 

場にどっぷりと参加するには、信頼すること、そしてコントロールを手放すことが
必要です。それにより、沈黙が歓迎され、つながりが言葉を超え、非言語的でエネ
ルギー的な要素の入る余地のある深い対話が可能になります。参加とは、未知のも
の、変容、創発が生まれる場への誘いなのです。 



 

 

参加は対話を通して現れます。そして、対話は技です。ただ話すという事とは異なり
ます。お互いに対して、自然に対して、そして未だ見ぬものに対して丁寧に耳を傾け
るあり方が要求されます。また沈黙も言葉と同じく要求されます。全体のためにでき
ることをすること、深いところから意図を持って話すとともに、深いところで注意を
払いながら聞くことも要求されます。参加は、好奇心と判断は共存できないことを理
解する、好奇心あふれる姿勢に由来しています。もし判断を下しながら聞けば、その
結論に好奇心を抱くことはできません。また固定観念に根ざす立場を守ることから先
に進むような対話をすることも難しくなります。上手に対話に参加するには、開かれ
た思考、開かれた心、開かれた意思が必要なのです。そこには、マインドフルネスが
要求されるとともに、より深いレベルで傾聴する能力と明瞭性が現れるよう対話の速
度を緩める能力が必要とされます。 

参加という実践には、能動的に聞くこと、対話 10、パワフルな問いを投げかけるこ
と 11、自分の中の思い込みや期待、そして投影を認識すること、意図を明確にするこ
と、チェック・イン他「サークル・プラクティス」の要素、好奇心ある姿勢を育てる
こと、開かれた姿勢、自然に耳を傾けることなどが含まれます。 

 

対話をホストする（Host Conversations） 

対話をホストすることは、氷山の一角によく例えられます。対話をホストすることは、
主に手法の領域であるとはいえ、それにとどまりません。対話をホストするというこ
とは、人々が最高の仕事を共に成しとげるための器を作り、ホールドする技です。器
をホールドするためには、その場にいる人たちが一つとなりその場に在るために必要
な条件すべてを感じ取り、新しい秩序と明瞭さが現れるよう一体となった場をカオス
の中でホールドし続けることが必要です。そうした対話は、たまたま起こるのではあ
りません。明確な意図と、パワフルな呼びかけの問いかけ、説得力ある呼びかけ文、
優れたプロセス設計、場を読み巧みに参加者に投げかけるスキル、みんなで何かに取
り組む場をホールドすること、そして特に創発が起こるための場をホールドするため
のあり方が必要なのです。これら全てが、対話をホストするための実践でありスキル
なのです。 

                                                
10 対話 −アート・オブ・ホスティングの屋台骨− の詳細は、対話の実践の章を参照のこと。 

11 パワフルな問いの章を参照。 

ホスティングの最初の段階では、核となる手法に熟練することに焦点が置かれがち
です。時間が経つにつれ、実践はより深い対話やより困難な対話の場をホールドす
るためのあり方を磨くことが含まれてきます。最終的には、物理的に場を整えるこ
と、人を招き歓迎すること、集団のエネルギーと協働することといったよりきめ細
かな側面が含まれていきます。対話のホスティングでは、外側の仕事 −行動− に
焦点が当てられがちですが、それと同じくらい大切なのが人の内的状態や学びに注
意を払うことです。対話をホストしていると、嫌でも自分の限界を試されます。コ
ントロールを手放せるか、ホスティング・チームの一員として又は、より深いレベ
ルでの参加を促したり、恐れを克服するための勇気をみつけるために適切な言葉を
探す能力と自信があると感じられるか。ホスティングの実践者は、内的な実践と外
的な実践に同時に取り組んでいるのです。 

単独で行った方が良い実践はありません。ですが、ホスティングに関してはチーム
で行うことが特に大切です。 
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コミュニティとなり、実践する（Practice Community） 

実践の四相の第四の領域は、共に学び共創するコミュニティ、つまり実践のコミュニ
ティが立ち現れるための場をホールドするという実践です。 

トレーニングに参加し、ホスティングの基本的な実践を学ぶことは大切です。でも、
その後はどのように学びを実践し、他の実践者とのつながりを保てばいいのでしょう
か。どのように学びを維持し、実践を活かし深めていけばよいのでしょうか。これま
では、組織や協会を作り専門家の話を聞くことで、こうした課題に対処してきました。
しかし、こうしたやり方は、創発が必要とされる状況では機能しません。知識の共有
は、協働や対話を通して生まれるものであり、専門家が握っているわけではないので
す。この実践を行っていくのに、決まったルール、やり方、要件があるわけではあり
ません。実践者はみな、新しい試みをし、協働することで、新しいモデルやプロセス
を見出すことが奨励されます。とはいえ、アート・オブ・ホスティングの DNA とは
何かを理解し守り、より多くの経験を積んだアート・オブ・ホスティングの実践者か
ら学ぶ必要もあります。では、明確なガイドラインや合意がない中で、実践者たちは
どのようにして実践者のコミュニティとなっていくのでしょう。 

これは、アート・オブ・ホスティングコミュニティの１０年以上の課題であり、また
美しいところでもあります。このコミュニティは、当初アイディアを持ち寄った数人
の友人から、ウェブサイト、このワークブックを含むオープンソースの教材やその他
素材を持つ数千人規模のコミュニティへと育ちました。この全てが、ライセンスや著
作権、組織やスタッフや本部機能、金銭的見返りや契約なしで、生まれたものです。
私たちは、初めからやり方が分かった上で、コミュニティとしてスタートしたわけで
はありません。共通の目的、原則、友情を中心に始まりました。このコミュニティの
実践者たちは、友人同士として共に働き、共に学び、学びを共有する機会を求めてい
ました。比較的新しいホスティング実践者は、より経験のあるホストと共に学ぶこと
が勧められます。また、この実践のコミュニティの数少ない「決まりごと」の一つと
して、アート・オブ・ホスティングのトレーニングにはスチュワード（世話人）が少
なくとも一人関わることになっています。これが枠組みとなって、実践者たちは学び、
自分の能力を発展させつつ、実践としてのアート・オブ・ホスティングの根底にある
パターンとエッセンスを守ることが可能となっています。この間に立ち現れたものの
中には、コミュニケーションを取り、また学び、モデル、教材、その他私たちの学び

の成果を共有するためのオンライン・プラットフォームも生まれています。 

こうした実践のコミュニティのパターンは、世界中のあちこちでローカルのトレー
ニングやニーズに合わせて生まれています。それは全ての地域で同じなわけではあ
りませんが、共通の要素は多くあります。学習者のコミュニティが生まれる経験は、
アート・オブ・ホスティングに限ったものではありません。それゆえ、このコミュ
ニティの学びが「正しいやり方」、というわけではありません。この実践の四つ目
の領域の美しいところは、共に学ぶ場をホールドするとはどういうことか、そして
全体に貢献するような取り組みが出現するような場をみんなでホールドするやり方
を、みんなで一緒に学んでいることです。アート・オブ・ホスティング実践内の多
くのものがそうであるように、これもまたフラクタルな構造をしています。私たち
がグローバルな実践のコミュニティから学んでいることは、ローカルそして地域レ
ベルでの実践のコミュニティにも妥当性があるのです。そしてまた、その逆も言え
ます。私たちが共に学んできた実践は、実践のコミュニティが生まれたからこそ、



 

 

応用され、試され、磨かれ続けているのです。私たちは共に学び方を学んでいるので
あり、またそれを学ぶにつれ現場で活かすことができるのです。 

最後に、共に学ぶ中で私たちはブラインドスポット（盲点）やアート・オブ・ホス
ティングを実践する際に未だスキルが足りない部分や意識がいっていない部分に気づ
きます。これを機会に、自分をホストすることを通して、個人そして集団として自ら
の能力を磨いていくことができるのです。実践の四相は、ここで一巡し、さらに深い
実践と能力を磨くためのサイクルが廻り続けるのです。 
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拡散、創発、収束 
（Divergence, Emergence and Convergence）11F

12 

人が作り出す複雑なシステムにおいて創発が起こるように働きかけるとき、必ず繰り
返して現れるパターンが存在します。それを知らずに、このバターンを経験すると何
も分からないままカオスに投げ込まれなような、とても心地悪い感じがします。この
場合、まず間違いなく、状況をコントロールしたい、すべてを終わらせたい、軌道修
正したい、あるいはその場から逃げ出したいという抑えがたい欲求を感じます。この
欲求に屈してしまうと、新しい予想もしていなかった何かが立ち現れる可能性に、蓋
をしてしまうという残念な結果をもたらします。 

創発が起こるように働きかけるという領域の「地図」があると、何が起きているのか
見えやすくなり、先を進むのに必要な新しいひらめきと発見が立ち現れるまで、十分
な時間をかけて未知の荒海を航海しやすくなります。 

創発のための探求のプロセスには、拡散、創発、収束という三つのフェーズが
あります。各フェーズは引き出される思考の性質、そのペースやタイミング、
エネルギーの質という点で性質がそれぞれ異なります。そのため、プロセスの
設計の仕方、ホストの仕方、ホールドの仕方も、その性質にそれぞれ合わせる
必要があります。 

 

拡散のフェーズ  

このフェーズでは、まだ共通の目標は存在しません。明確な目標や望ましい成
果が存在する代わりに、多くの場合差し迫った必要性や何らかの問題意識に駆
り立てられている、明確で共通の目的によって方向性が示されます。 

このフェーズを導くのに最適なのは、すでに慣れ親しんだものから集団が飛躍
し、既知のものを超えて新しい知見に辿り着く力を呼び覚ますような性質の問
いかけです。拡散思考では、問題を展開し、さまざまな視点を集め多くの選択
肢を生み出すために、自由で開かれた話し合いが起こるのが典型的です。拡散
のフェーズは、直線的に進むものではないので、「カオスの時間」を必要とし

                                                
12 Sam Kaner の参加のダイアモンド（Diamond of Participation）より引用・改変 

ます。このフェーズを終えるのが早すぎると、新しさやイノベーションの可能性を
減らすことになってしまいます。 

 

創発のフェーズ  

拡散が十分に起こるとやがて、創発のフェーズに突入するタイミングがやってきま
す。このフェーズには、吸う息と吐く息が入れ替わる瞬間のように、時を超越した
保留の性質があります。一見したところ何の構造も型もない、乱雑なアイディア、
視点、選択肢の山にみんなが圧倒されます。その全てを抱えるのは、能力を超えた
ことで、こうした経験をしたことのない人は両手を挙げ、今までの全ての作業が失
敗だったと宣言し、飲みに行きたいという強い欲求を感じることでしょう。経験豊
富なファシリテーターなら、ここで得意技を持ち出して集団をカオスから救い出し
たくなります。 

このプロセスがしっかりとホールドされていないと、最善の進み方について合意で

拡散
 

創発 
収束

 

多様性 

時間 

明確なゴール 

明確な目的 

グローンゾーン 



 

 

きない事態に陥ることがあります。経験豊かな実践者は、絶望的に不愉快な感じがす
ることから、好んでこのフェーズを「グローンゾーン（悶々とした状態）」（groan 

zone）と呼びます。ここでこそ、何をすべきか分かっているという虚栄の全てを捨て、
新しい理解の仕方とひらめきがやってくるのをシンプルに待つ時です。これは期待し
ていない時に、突然やってきます。 

創発が起こるように働きかけるときには、以下の手がかりが役立ちます。 

z 謎に満ちていることを受け入れる − 答えを探す代わりに「一体、何が起ころう
としているのか」と問いかける。 

z 場のエネルギーに従う – 計画を立てるのに加えて 13、直観に耳を澄ます 

z 可能性にかける − 目標だけでなく、みんなの夢や希望を大切にする 

 

収束のフェーズ  

一旦、創発のフェーズが終息すると場の雰囲気がまた変わります。今度はアイディア
を分類し、要点をまとめ、選択肢を評価し、全体的な結論を出し、次のステップを考
える時間です。このフェーズは、目標重視で、直線的、構成がしっかりしていて、通
常は時間に制約があります。そうすることで、決定事項と次のステップを伴って、全
体を終了することができます。 

拡散から創発、そして収束へと、息を吸い吐くというエネルギーとともに、向かうこ
の動きこそが、アート・オブ・ホスティングのプロセスの設計の中心にあります。各
プロセスで、こうしたサイクルが何回も繰り返されるのが普通です。対話の方法論に
よっては、特定のフェーズで特に効果的な感じがするものがあります。例えば、ワー
ルド・カフェは、拡散を起こすのにとても効果的な手段です。オープン・スペース・
テクノロジーは、創発において特に力を発揮しますし、プロアクション・カフェは収
束で効果を発揮します。ですが、こうしたメソドロジーは、どのフェーズでも使うこ
とが可能です。その場合は、異なった性質の問いとホスティングのスタイルが要求さ
れることになります。（プロセスデザインの章も参照のこと。） 

                                                
13 【監修者注】著者に内容を確認中 

この三つのフェーズに対する許容度と好みには、個人差があることを認識している
ことが大切です。同様に、集団や組織でも差が見られます。ホストとして、自分の
好みを把握していることが役立ちます。また苦手なフェーズに対する許容度を上げ
る方法を探してみる価値もあるでしょう。ホスティング・チームに多様性を持たせ
るのが大切で価値がある理由もまた、ここにあるのです。 
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ケイオディック・パス（The Chaordic Path） 

自然界におけるカオスと秩序のダンス 

（The dance of chaos and order in nature） 

宇宙の歴史とは、ビッグバンから新しい元素を生み出す星々そして惑星の誕生まで、
カオスから生まれる秩序の物語に満ちています。この地球では、火で焼けつくされた
後に様々な段階を経て森林が成熟していくプロセスを見ることができます。私たちそ
れぞれの生命、組織、コミュニティは、すべて同じプロセスを辿っています。 

カオスは、創造を生み出す豊かな自然の土壌です。カオスの多様性と乱雑さが、秩序
が出現するための材料となります。物事は固定されておらず、新しいつながりと答え
が生まれる余地が十分にあるこの場で、生命が根本的に変わるのです。カオスの中で
は、明瞭性はありません、ロードマップも解説書もありません。結果として、多くの
人や組織にとっては、居心地の悪い場所となりがちです。カオスに満ちた状況では、
より親しみがあり快適な、秩序ある状態へなんとか戻ろうと、解決策をごり押しする
傾向がよく見られます。残念ながら、強制的な秩序はシステムに所属する人すべての
ニーズや関心を考慮することはできず、安定性も持続性も無い偽の秩序に終わります。
時間とコミュニケーションがあれば、生まれでようとしている自然の秩序は、システ
ム自体とそこに所属する人々のニーズに適合するのです。 

秩序は、成熟したリビング・システムにとって好ましい状態です。秩序があることで、
物事を予測できるという感覚を持てたり、協働したり、取り組みを調整したりという
ことが可能になるのです。秩序のあるシステムでは、物事は容易で、あまりエネル
ギーを必要としません。秩序は望ましいものなので、コントロールという手段を通じ
て秩序を作り維持しようとするのは、自然なことです。リビング・システムには、
様々な相互作用（フィードバック）があり、自然に秩序や恒常性を維持しようとしま
す。ウサギの個体数が生態系の限界を超えると、捕食者の数が増えウサギの個体数は
減少します。もし個体数が減りすぎると、捕食者の数が減ります。健全な人間界でも
循環（フィードバック・ループ）あり恒常性や現状を維持します。 

原生林での壊滅的な火災や組織の経費が大胆に削減された場合など、システム内で行
き過ぎた変化が起こると、大抵はカオス状態に陥ります。このカオスは、システムが

変化に適応し変化するのに必要な状態で、やがて新しい秩序と恒常性に至ります。
カオスから秩序を経てカオスそしてまた秩序へめぐるサイクルは、システムの自然
な姿です。 

 

人間界のシステムにおけるカオスと秩序 

（Chaos and order in human systems） 

人間界のシステムでは、秩序は慣習や合意で維持され、関わる人達にとって有益な
ため、トップダウン型のコントロールは必要ありません。ですが一旦秩序が出来上
がってしまった場合、厳しくその秩序を守る必要が出てくることがあります。例え
ば、航空機の着陸や手順の決められた手術を行う際には、決められた手続きを踏む
ことが必要です。こうした場合、管理システムは大切で、標準化された手続き、法
律、許認可制度などの形式をとることがあります。これらの全ては、トップダウン
型の監視と強制を必要とするのが典型です。現代の組織や社会において大きな課題
となっているのが、どんな場合にコントロールが必要とされ、どんな場合にカオス
から秩序が生まれる自然な成り行きを見守るべきか、を見極めることです。組織内
で、適切にコントロールをするのは、管理職が意識して実行すべき仕事です。 

コントロールは、すべての機械的システムに欠かせない機能です（クネビン・フ
レームワークの「シンプル」や「込み入った」の領域については、次章参照）。機
械は、標準化され予測可能な振る舞いをする必要があり、機械的システムはカオス
から秩序を生み出すことはできません。機械的システムで条件が変われば、システ
ムは調整され新しくコントロールされる必要があります。ですが、私たちが住む世
界も時代も、予測がつかず安定もしていません。私たちのシステムも複雑性を増す
中、「同じ解決策をさらに積み重ねた」ところで、こうした課題に対処することは
できないため、さらなる柔軟性が必要となっています。 

 

 

 

 



 

 

収束 

ハモス カオス 秩序 コントロール 

新しい気付き 新しい洞察 

ケイオディック・パス 

破壊的なカオス 息の詰まるコントロール 

ケイオディック・パス（The Chaordic path） 

ケイオディック・パスは、秩序がカオスから自然に生まれてくるという認識に基づい
た概念モデルです。このモデルは、カオス、秩序、コントロールという、三つの基本
的状態を提案しています。カオスと秩序の間の変化、つまり創発とイノベーションの
スペースは、「ケイオディック・パス 14」と呼ばれています。 

ホスティングとは、創発とイノベーションが生まれる場とプロセスを
ホールドしながら、このケイオディック・パスを歩むプロセスです。
ケイオディック・パスを歩むには、新しい集合知と知恵ある行動が生
まれてくるような生成的な創発を支えるだけの十分な時間も、秩序と
カオスの間を舞う勇気と実践も必要です。個人そして集団として、私
たちは、カオスと秩序の間を行きつ戻りつ、混乱と衝突の中を進み明
瞭性へと近づいていきます。新しい明瞭性に到達する前の、わからな
いと言う段階では、確実性へと先を急いだりコントロールにしがみつ
こうとしたりする衝動が、最も強くなります。全く新しい何かに辿り
着くという確信とオープンな姿勢でこの小径（パス）を歩むには、自
分をホストすることから生まれる「今、ここにいること」が必要とさ
れます。 

カオスと秩序の間の微妙なバランスにとどまることが、技（art）な
のです。そのどちら側でも一方に偏ってしまうことは、生産的ではあ
りません。カオスの方に行き過ぎると、そこには「ハモス」という全
てが崩壊し死滅する破壊的なカオスが待っています。秩序の方に行き
過ぎると、そこには身動きが取れずにやがて死が訪れる、息の詰まる
コントロールが待ち受けています。この両極端では、ケイオディック
な確信 15とは全く逆の状態、無関心や反乱が起こります。 

                                                
14 【監修者注】ケイオディックという造語も、アート・オブ・ホスティングでよく使われる言葉の一つです。 

もともとは、カオス（Chaos:ケイオス）と秩序（Order:オーダー）の間のプロセスを意味します。ここ
でのプロセスは、あっちもこっちにも立ち寄りながら、その時その時のバランスを探りながら時に立ち止
まり、共に歩き、そのプロセスを振り返ると小径（Path:パス）ができている、というイメージです。 

もとはビザ・インターナショナルの名誉会長を務められたディー・ホック氏の「これからの組織は、カオ
スと秩序の間を行くケイオード(Chaord)な組織でなければならない」で使われた言葉に由来しています。 

15 【監修者注】著者に意図を確認中 
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クネビン・フレームワーク − 複雑さを乗りこなすために 
（The Cynefin Framework–an aid to navigating complexity） 

 

 

 

 

 

クネビン・フレームワークは、デーブ・スノーデンというウェールズの研究者が提
唱したもので、複雑さと秩序の度合いに基づき様々な状況を五つに分類し、状況に
応じて採用すべき戦略を選ぶための指針を示すものです。 
  

複雑な状況 
込み入った状況 

カオスの状況 

「何を知らないのか、 
知らない」状態 

「何を知らないのが、 
知っている」状態 

「何をわかっているのか、 
知っている」状態 

「何を知らないのか、知る
ことができない」状態 

収束の実践 
 

良い実践 

ベストプラクティス 新しい実践 

感じる 分析する 反応する 

感じる 分類する 反応する 

感知す
る 

感じる 反応する 

行動する 感じる 反応する 

シンプルまたは明白な状況 



 

 

シンプルまたは明白な状況（Simple or Obvious） 

これは、すべての人にとって因果関係が明白な状況を指します。A をすれば、B とい
う結果を得る。再び A をすれば、同じく B という結果を得るというような状況です。
ここで採るべきアプローチは、感知し、分類し、反応する、です。何が起こっている
のかを観知し、状況を正しく分類し、簡単に対応することができます。結果として、
シンプルなシステムでは、ベストプラクティスが役に立ちます。正解は、一つしかあ
りません。 

これは、組立工場で見られるような状況です。作業や環境の要因が、システム内での
振る舞いを強く制限するため行為者に選択肢はほとんどなく、システムから要請され
る通りに振る舞います。 

 

込み入った状況（Complicated） 

状況が込み入っているとされるのは、因果関係が単純ではない場合です。一つの原因
が、複数の結果をもたらし、分析や調査または専門的知識が必要となります。ここで
のアプローチは、感知する、分析する、反応する、です。何が起きているのかを観察
し、（込み入った状況なので）何らかの分析をして起きていることを理解する必要が
あります。その後、望ましい結果をもたらす幾つかの選択肢で対応します。込み入っ
た状況では、効果のある選択肢が複数考えられるので、優れた実践が役立ちます。 

これは機械的システムなので、現場で実践している人は機械の歯車でしかありません。
この状況は、システムの各部分がどのように組み合わされれば最善なのかについて、
現場の行為者より分かっている専門家の領域です。専門家が、最善策を設計し、管理
者はそのアドバイスに従います。込み入ったシステムでは、因果関係は直線的ではあ
るものの、そうした関係が非常に多くあり、かつ見えにくいため、解決策をみつける
のに専門家の知見が必要となります 

 

複雑な状況（Complex） 

因果関係が事前には決して見えず、振り返ることでしか分からないような状況が、複
雑な状況です！ここでのアプローチは、探る、感知する、反応する、です。色々なこ
とを少しずつ試しながら、その結果を素早く学び、その学びを応用するアプローチで

す。複雑なシステムでは、その場に生まれる実践が必要とされます。ホスティング
の実践が必要なのは、この領域です。 

ここでは、現場で実践している人は歯車以上の存在です。リビング・システムにお
ける、能動的な参加者なのです。それぞれに作用があり、その行為が互いにシステ
ム内の関係性や振る舞いに影響を与えます。ですので、どんな因果関係があるのか
事前に理解するのは不可能なのです。専門家にも誰にも、できません。複雑性の中
を主導していくのは、試行と学びのゲームなのです。こうしたシステム内のひとり
ひとりの視点や経験は、システム自体が内在する相互関係を見ることを可能にする
重要な情報を提供します。ここでの技は、沢山の行動を一緒に起こしてみること、
そしてどれが効果的かを共に見定めることです。効果のあるものは増幅し、効果の
ないアプローチは淘汰されるか変更を迫られます。明白で見えやすい直線的な因果
関係はなく、複雑に絡み合った要素と関係性の網があるだけなので、最善策や優良
解というものは存在しません。 

 

カオスの状況（Chaotic） 

システムのレベルでの因果関係のパターンが、人間の理解を超えている場合を、ス
ノーデンはカオスの状況と呼んでいます。ここでとるアプローチは、行動する、感
知する、反応する、です。実験をしている余裕などないのでとにかく行動し、その
結果を見ます。やがてカオスは、「普通の」複雑な状況へと落ち着きます。ここで、
さらに他の行動を試すことができます。カオスのシステムでは、新しい実践を発見
することができます。 

システム全体がストレスモードになっているので、カオスの中を主導するのはとて
もストレスがかかります。カオスのシステムは、不安定なことが多く、崩壊しシン
プルなシステムに戻るという災難が起こりがちです。この場合、システムに元々あ
る複雑性が抑圧され、過度に単純化されてしまう傾向があるため、またカオスに逆
戻りする危険性が高くなります。 

 

無秩序の状況（Disordered） 

どんな因果関係があるのか見当もつかない場合（「無秩序な」状況）、人は自然に
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慣れ親しんだやり方で反応を決定するように戻るってしまいます。 

クネビン・フレームワークによって、複雑な状況を主導するのは実際には難しい話で
はないということが分かります。とはいえ、決して簡単というわけではありません！
でも、息をし続けるだけで十分なのです。息を吸う（拡散）、息を止める（出現させ
る）、息を吐く（収束）。システムの原則と境界によって軽く制限があるものの、全
ての行為者が大きな自由度を享受する世界で常に変化する関係性に反応し行動する、
新しいやり方やより良いやり方を試し続ける中で、息をし続けるだけなのです。 

 

参考 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin 

http://www.youtube.com/watch?v=5mqNcs8mp74  
（クネビン・フレームワークの簡単な説明） 

http://www.youtube.com/watch?v=Miwb92eZaJg  
（13 歳の少年のお誕生会の企画の仕方） 

日本語訳では、以下のリンクも参考にしています。https://goo.gl/wRT4fB 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin
http://www.youtube.com/watch?v=5mqNcs8mp74
http://www.youtube.com/watch?v=Miwb92eZaJg


 

 

対話 − 立場ではなく真ん中にあるものを大切にする会話15F

16（Di
alogue – a conversation with a center, not sides） 

ホスティングの実践といえば、対話につきます。多くの文脈で、対話といえばディ
ベートやディスカッションを意味します。ですが、ディスカッションやディベートと
対話の違いを一旦理解してしまえば、状況に応じて使い分けられるようになります。 

 

共に考える技（The art of thinking together） 

一人で考えることと共に考えることには、根本的な違いがあります。私たちの社会で
は、独りで考えることが普通です。これが、ディスカッションやディベートへと発展
します。私たちは、自分の視点の正しさを主張し、相対する視点や立場に対して自分
の立場を固持するのです。 

ディスカッションは、考えをやり取りするのに非常に効果的です。ただ、二者択一的
な思考や、収束や完成を目指すこと、そして結果をコントロールすることに重点を置
くため限界もあります。ディスカッションは、収束のフェーズにより適していると言
えます。 

ディスカッションはディベートという「争い」へ発展する可能性があります。そのた
め、一緒に暮らしたり働いたりしなければならない人たちの間に、不満やわだかまり
を残すことがよくあります。 

対話は、すべての状況の根底には全体性があるという前提を元にしています。そこで
は、あらゆるものの見方があっていいというのはもちろんのこと、それらが表現され
認められ尊重されて初めて、そこでの全体性が完全に立ちあがり、認識することがで
きるのです。 

 

防衛するか、保留するか（Defend or suspend） 

対話をするということは意識的な選択であり、個人的な実践の道です。私たちは防衛
するのではなく保留することを学ぶことで、あらゆる話し合いを対話に変容すること

                                                
16 「Dialogue（William Isaaacs 著）」より引用・改変 

ができます。 

保留するということは、抵抗せずに傾聴することを意味します。つまり、自分の最
初の立場から一旦遠ざかるということです。これにより拡散思考をすることが可能
となり、根底にある原因、原則や前提を探求し、より深い問いやより深い課題を定
義することができるようになります。ここから、創発の段階へと突入し、これまで
に無かった可能性や新しいひらめきを一緒に生み出すことができるのです。エネル
ギーと新しい在り方をもたらす、集団としてのフロー体験が立ち現れるのです。私
たちは、大切なことを共に探求しているのです。 

 

四つの基本スキル（Four basic skills） 

対話では、聞く、尊重する、保留する、表現するという四つの基本スキルが必要と
なります。少し解説していきましょう。シンプルな言葉の背後にある膨大な知恵と
深みがわかることでしょう。 

 

聞く（Listening） – 本当に聞くとは、どういうことなのか 

z 自分の内側に静寂を培う。（Developing an inner silence） 

頭の中が思考でいっぱいになっている時に聞くのは難しいものです。聞くこと
を学ぶということは、今ここに在ること、この瞬間に自分が何を感じているか
に意識的になるようになるということです。 

z 人は過去の記憶に基づいて相手に反応するものだということを認識する。 

つまり、新しく反応しているのではなく、過去の経験から反応しているのです。
この場合、私たちは本当には聞いていないのです。単にすでに知っていること
の記憶を「ダウンロード」しているにすぎません。 

z 経験に基づく推測と経験そのものを区別することを学ぶ。 

事実に焦点を当て、結論に飛びつかないようにします。 

z 動揺を見つめる（Following the disturbance） 

聞いたことに感情を揺さぶられる時、私たちは心を閉ざし反撃しがちです。自
分の立場を確認する証拠を探す代わりに、自分の中そして他者の中にある、動
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揺の原因に耳を傾けるように意識をします。 

z 聞く時に、自分の中の抵抗感を意識する（Listening while noticing resistance ）  

これにより、相手についての意見を自分がいかに投影し、言っている内容を無意
識に歪曲して聞いているのか認識することができるようになります。 

 

尊重する（Respecting） 
 – 尊重するとは、実際のところ何を意味し、どうすれば学べるのか 

z 他者との境界を尊重する 

隣の人を師として接する時、自分がまだ知らない学ぶべきことをその人に見出す
ことができます。自分以外の人に、どんな最高で最善なものがあるのでしょう。
人を完全に理解することは絶対にない神秘だと考えて、人に接してみましょう。
何が変わるでしょうか。 

z 統一性があるという前提で考える 

全体性を探すことから始めてみましょう。新しい科学の発見により、人間は生命
という繋がりあった関係性という全体から分離することのできない一部であるこ
とが分かってきました。でも、私たちは部分のみに焦点を当てるように条件づけ
られ、部分が全体を作ると考えてしまいます。全体性という視点は、まず全体が
部分に先立って現れることを示唆しています。 

z 意見の相違を尊重する 

対話をするにあたって、異なる意見の対立をありのままに尊重することが大切で
す！ 

z 意義を唱える人たちを支える 

対話では、疑問に対して場を開かれたものにしておこうという意志が大切です。
そうすることで異なった視点が統合されていくからです。でなければ、不協和が
継続することになります。 

z 場の緊張や葛藤をホールドすることを学ぶ 

共通の試みに集団で取り組んでいる時、各個人が場を感じる感覚器官として機能

することが可能です。各個人が感じた緊張は、全体にとって極めて大切な情報
をもたらします。集団として動じずに場の緊張をホールドことができれば、そ
の集団の対話の能力は飛躍的に高まります。 

 

保留する（Suspending） 
 – 確実性を保留し好奇心を優先させると、どんなことが起こるのだろう 

z 自分たちの発言を驚きとともに聞ける人たちや、自分たちの知らないことを認
識して受け入れる人たちがいて初めて、対話をすることできるようになります。 

z 最初の一歩は、開示することから始まります。（自分自身そして他者にも）自
分の意識の中で起こっていることを明らかにすることで、場に起きていること
を理解することができます。 

z 自分の思考が生まれる過程を意識する 

自分の思考プロセスを観察することで、それを変えることができるようになり
ます。 

z 問題を解決しようとすること、正すこと、直すことを控える 

保留するために観察したことを探求することが大切です。 

z 探求の核心には、問い 17を置く 

本当に良い問いは、私たちに緊張をもたらします。私たちは、その緊張に耐え
ることを学び、答えを探すことを保留し、何が生まれてくるのが観察できるよ
うになる必要があります。 

 

表現する（Voicing） 
 – 自分にとっての真実を声に出し始めたら、どんなことが起きるのだろう 

z 単純に聞いてみる 

今表現されるべきことは、なんだろうか。みんなが一つとなって、ここで表現
しようとしていることは、なんでしょう。 

                                                
17 良い問いかけをするのは、アート・オブ・ホスティングの核となるスキルの一つです。詳細は、パワフ

ルな問いの章を参照。 



 

 

z 自身に対して真である声をみつける 

そのためには、どんな発言が出るのか分からないながらも、サークル 18の中で発
言する意志を持つ必要があります。 

z 沈黙をそのまま受け入れる 

意味が花開く空間的にも、時間的にも、気持ち的にも余地を持っておきましょう。 

z 場の中心に向かって、そして場の中心から発言する 

人間同士の関係だけでなく、それより大きな何かが問題となっていることを認識
しましょう。 

 

この四つのスキルに熟達することは、進化した良識ある社会で成熟した大人になるた
めの基本となるでしょう。いつかそんな日が来ることを願っています。 

 

                                                
18 訳注：詳細は、コアメソッドのサークルの章を参照。 

パワフルな問い（Powerful Questions） 

意味のある対話が生まれるには、問いが鍵となります。パワーのある問いを立てる
能力は、ホスティングの大切なスキルなのです。 

問いには、様々なものがあり、その役割も様々です。問いとは答えを探すためにあ
るもの、と無意識に私たちは考えがちです。例えば、科学の世界では、物事をうま
くコントロールするために、それが起こる原因や仕組みを理解するべく、問いが立
てられます。科学の世界での良い答えは、確実性をもたらし検証されなかった仮説
を排除します。これは、「なぜ」の問いの領域です。 

リビング・システムに内蔵される創発というものを相手にしている時、問いは違っ
た働きをします。問いは、私たちを未知の領域へと誘い、新しい可能性とつながり
への扉を開きます。さらに多くの問いを生むとともに、不確実性や未知のものを歓
迎し、矛盾する答えもよしとします。 

 

いろんな問いを使い分ける（Knowing what questions to use when） 

問いによっては、効果的に可能性を開くものもあれば、閉じるものもあります。拡
散と収束というプロセスデザインの基本要素もまた、可能性を開いたり閉じたりす
るものです。強力な拡散を生む問いは、収束の段階では非生産的で、その逆もまた
同じと言えます。効果的な問いを立てるには、自分が設計しているプロセス、そし
て対話における問いの目的と機能を把握している必要があります。その上で、望ま
れた方向進んでいくような問いを立てることが大切です。 

開かれた問いは、拡散の段階で効果的です。開かれた問いは、ハイかイイエなど二
者択一（あるいは、複数選択式でも）答えることができません。開かれた問いは、
「何」や「だから何だ」を追求します。深く自分を探ることを促し、多様な視点を
反映するような矛盾する答えも含め、様々な答えが出る余地を作ります。拡散の段
階での効果的な問いとは、ただちに行動を促したり問題解決を促したりするより、
探求することや好奇心を呼び起こします。一般的に、「なに」「どうやって」とい
う問いの方が、「誰」「いつ」や「なぜ」を聞く問いよりも効果があります。 

収束の段階で効果的なのは、可能性を絞る問いで、決定や行動へと集団を動かしま
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す。ここでは、閉ざされた問い、「誰が責任を取るのか」、「いつまでに」などの問
いが有効です。この段階は、「それで、どうするのか」という問いの領域なのです。 

伝統的なミーティングが議題から始まるのに対し、意味のある対話は誘いかける問い
から始まる傾向があります。この「呼びかけの問い」は、潜在的な参加者の好奇心を
誘うともにミーティングの目的も表しています。ミーティングの最中は、参加と集中
を促すため、各話し合いのテーマやプロセスごとに個別の問いが立てられることもあ
ります。 

  

もし自分の人生が左右される場面で、 
助かる方法を考えるのに１時間だけ 
与えられたとしたら、最初の 55分間は適切な 
問いを設定するのに費やすだろう。 

なぜなら、適切な問いさえ判れば、残りの 5分で 
問題は解決できるからだ。 

アルバート・アインシュタイン 



 

 

Version1.0 監修者あとがき 

お読みいただきまして、ありがとうございました。 

最後に、このブックレットを無料でリリースできることと、この作業のプロセスにつ
いて少しお話させていただきたいと思います。 

このブックレットを無料で読んでいただけることについて 

持続可能な社会を作っていく主人公は「この社会に生きる人みんな」と「生まれてく
る人みんな」と思っているので、「持続可能なハッピーな毎日を現実的に作っていく
ための学び」に、その人の現在の所得によらず、英語が読めるかどうかにかかわらず、
すべての人がリーチできることを、私はとても大切なことだと考えています。その大
切な学びの１つ、アート・オブ・ホスティングの実践知は、読みたい人が誰でも簡単
にアクセスできる形でリリースしたいと思っていました。 

そして今回、このブックレットは著者の快諾と、スポンサーとボランティアを含むた
くさんの方のご協力を得て、無料でリリースすることができました。願いが叶ってと
てもうれしいです。 

もし私が１人でいたら、「ゼロよりはずっといい」と信じて進む私の歩みでは、きっ
と今まだこの日本語版をお届けできていなかったと思います。このプロセスに関わっ
てくださったすべての方に心からお礼を申し上げます。 

 

Version1.0 のプロセスについて 

Version1.0 は、「未」完成版です。 

Art of Hosting Tokyo2016 の参加者の方に、トレーニングの場でみんなと学んだことを
ご自身の毎日に戻られてからも深めていってほしいと思い、「ないよりはずっとお役
に立てる」と信じて、急ピッチで作業をしました。 

そのため、今回の訳語については十分にコミュニティ内で議論ができていないものも
ありますし、細かい訳出のミスの確認まで終えてないのが正直なところです。 

最終的な翻訳は年内にお届けするのを目指しています。 

このブックレットがもっと豊かになり、より多くの人にお役に立てるようまたがん
ばりたいと思います。「持続可能なハッピーな毎日を現実的に作っていくために
『みんなで』学ぶものを作る」という目的に共感しつつ、「もっとこうした方がよ
くなるよ！」のアドバイスをくださる方。心から歓迎します。 

info@sustainabilitydialogue.com までご助言をいただけましたらうれしいです。 

 

このプロジェクトにご寄付をくださったみなさん 

私たちのコミュニティにはたくさんのリソースがあって、ここに集う人や、そうい
う人たちのつながり、そこから生まれるものを、いつも「すごいなー」と思って見
ています。できないことはきっとないな、とさえ思っています。・・・そんなコ
ミュニティに唯一「うーん」と思うところがあるとすると、「お金があったら、
もっといろんなことがスピードアップするのに」ということでした。 

やっぱり無料だと、「今年のトレーニングに間に合わせたいです」なんてスピード
の面で無理を言えなかったと思うので、みなさんの後押しが本当に、本当に効いて
います。「寄付があったら、ワークブックの日本語化は早く進みますか」というプ
レッシャーとともに、お金という形でこのプロジェクトを応援してくださって、本
当にありがとうございました。 

 

翻訳者のみなさん 

超「非」正規料金で、質も落とさずスピードアップして翻訳してほしいというお願
いに YES!で応えてくださり、ありがとうございました。Art of Hosting の経験者で
あり、プロの翻訳者であり、そして何より、私が個人的に翻訳者としてファンであ
るお二人に大切なブックレットを翻訳してもらえて、本当に幸せです。日本語で読
めると、一段と味わい深いです。これからもこのブックレットを使いながら、たく
さんの人と実践の場が持てると思うとワクワクします。アート・オブ・ホスティン
グがさらに豊かに日本に広がる第一歩をご一緒してくださってありがとうございま
した。 
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和文チームのみなさん 

アート・オブ・ホスティングにどっぶり関わってくださっている方から、初めての方
まで、「意図が少しでも多くの方に届くように」日本語や補足情報についてアドバイ
スをしてくださって、ありがとうございました。内容やカタカナに慣れっこの私だと、
きっと今の形にはならなかったなと思っています。みなさんに頂いたアドバイス、時
間の関係で全てを反映することができませんでした。「確定版」を目指す第２次和文
チームで、引き続き検討していきたいと思います。ぜひまたご参加ください。お礼が
何もできない中でも、熱心にたくさんのコメントをくださり、ありがとうございまし
た。 

 

編集チームのみなさん 

今ワードで文字だけの Version.1.0 原稿を読んでいて、もし私だけだったらこの形でリ
リースだったなーとしみじみ思います。日本語もオリジナルと同じかたちで、写真や
図解入りで読んでいただけて、とても嬉しいです。私が苦手な作業を引き受けてくれ
るだけでありがたかったけれど、ていねいに作業を進めてくださるプロセスに感動し
ました。ありがとうございました。 

 

Art of Hosting Global Community のみなさん 

そして最後ですが、「一緒に学び合うたたき台にして！」とこのブックレットをリ
リースし、翻訳にかかわる質問に快く（現在進行形で）対応してくださっているス
ティーブとヘレン、そして「寛容さ、寛大さを実践しよう、練習しよう」と呼びかけ
続け、いつも本当に寛大にいろんなものをシェアしてくださるアート・オブ・ホス
ティングのスチュワードのみなさんに心から感謝を申し上げます。来年こそ、スロベ
ニアでのラーニング・ヴィレッジでみなさんと学び合えますように！ 

 

 

 

 

 

遠隔のチームでのやり取りすること。一人でやるより煩雑になることもあるのは事
実です。でも、このリズムもだんだん見つかってきたような気がします。ひとりひ
とりの豊かさを味わうことと、少しでも早く大切なメッセージをお届けしたい気持
ちの「ダンス」、これからも頑張っていきたいです。 

ありがとうございました。 

 

2016 年 9 月の晴れの日 

監修者：牧原 ゆりえ 
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