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ベーシック・エンカウン ター を考える
１．Ｔ グループと エンカウンタ ー・グルー プ
・どち らも１０ 人程度の小 集団での グループセ ッションを 中心とした 集中的なグ ルー
プ体験 を行う人間 集団のこと。
＊ 「エ ンカ ウン ター ・グ ルー プ 」； 集中 的グ ルー プ体 験を 行う 集団 。「グ ルー プ・ エ
ンカウ ンター」集 中的グループ 体験の技法 。
・ロ ジャー ズの 言葉；「 今世紀 最も 急速に 拡大し ている 社会的 発明， おそら く最も 将
来性の ある発明 であろう。 それはい ろいろな名 称で通って いるが，＜ Ｔグループ ＞，
＜エン カウンター ・グループ＞ ，＜感受性 訓練＞とい うものが最 も一般的であ る」
このよ うに，両者 は同様のもの と捉えられ ることも多 い。
【類似 点】ねらい ，宿泊形式， ファシリテ ーター（促 進者 ），自由討 議
【相違 点】エン カウンター ・グルー プは，メン バー個人の 成長に力点 が置かれる 。Ｔ
グルー プは，個 人的な体験 の場とし てだけでは なく，他者 との相互作 用を体験し ，グ
ループ プロセス を理解する という人 間関係技法 的な面につ いて，メン バーの成長 のた
めに学 びの場を設 定している。

２．カ ール・ロジ ャーズとエン カウンター ・グループ
・ 19 40 年代 後半， シカゴ大 学にて 「学生中 心教授法 」。エンカ ウンター グループの 母
体とな る。
・ 1 958 年 ，フ ァー ソン らと行 った ワー クシ ョップ が人 間関 係その もの を目的 とし た
グルー プ体験の最 初のもの。
・ 1 959 年 ，ファ ーソン と共 に西部 行動科 学研究所 設立。 1963 年，ウ ィスコ ンシン 大
学から 研究所へ。

＜ロジ ャーズはな ぜ，エンカウ ンターグル ープに惹か れたのか？ ＞
・カ ウンセラ ーの３条 件（無条 件の肯定 的配慮， 共感的理 解，自己 一致， 19 57「治 療
的人 格変化 の必 要十分 条件 」） が果 たして ，健常 者の人 間とし ての成 長を促 進しう る
か否か というテ ーマに大き な関心。 健常者が自 発的に集ま るエンカウ ンターグル ープ
は，そ の条件仮説 を検証する好 機だと考え た。さらに ，「もっと親密 になりたい 」「人
とふれ あいたい 」というロ ジャーズ 自身の欲求 があったと も考えられ る。来談者 中心
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療法と いう個人 セラピィか ら，エン カウンター グループへ ロジャーズ の活動が変 化し
たのは そうした理 由があると考 えられる。

・ 1 968 年 ，西 部行 動科 学研究 所を 去り ，人 間研究 セン ター をラホ イヤ に設立 。残 り
の生涯 を全てここ に捧げる。
・主義 ，思想， 人種，慣習 などの違 いを超えた 大規模なエ ンカウンタ ーグループ を宿
泊制で 展開。その 名称を 1975 年 頃から ，「パ ーソンセンタ ード・ワー クショップ （ア
プロー チ ）」として用 いるように なった。
・「 静か なる革命 」
の世 界的展開 。
ア メリカにとど まらず ，ブラ ジル（ 1976 ），日本（ 198 3），
ソ連 （ 1986 ）にて ワークシ ョップ開 催。参加 した一人 一人が， それぞれ の持ち場で ，
もっと 人間を信 頼し，個々 人により 大きな決定 権を与える 方向へと改 革運動を起 こし
ていき ，それが 自然発生的 かつ連鎖 反応的に拡 がった。そ れゆえに「 静かなる革 命」
と呼ば れた。
・世界 平和への取 り組み 。パーソン センタード・ アプローチ を用いた人 種間 ，国際間 ，
異文化 間の緊張 緩和への取 り組みも 展開。北ア イルランド ，ベルファ ストにおけ るプ
ロテ スタント とカトリッ クの葛藤 の緩和( 197 3），南 アフリカ の人種差別 をめぐる 黒人
と白 人の 対話 （ 1986 ）， オース トリ ア，ル スト にて開 催の中 央ア フリカ 諸国 の緊張 緩
和（ 1 985） など。 198 7 年に亡くな ったロジャ ーズはノーベ ル平和賞に ノミネート され
た。

北アイルランド，ベルファストでのワークショップ
【北 アイルラン ド紛争とは】
地 域人口の ４割を占め るカトリッ ク系住民 が「アイル ランド帰属 」を求めて ，
イギ リス領土 の現状を守 ろうとする 多数派の プロテスタ ント系住民 と対立し続 け
てい たイギリス とアイルラン ドの怨念を 背景にした 世界的な紛 争。
1969 年か ら過去 ３０ 年間 ，テ ロや 暴力に よっ て３ ００ ０人以 上の 犠牲 者を 出
し てき たが ， 199 8 年４ 月１ ０日 の和 平合意 達成 （イ ギリ スのブ レア 首相 ，ア イ
ルラ ンドのア ハーン首相 ）以来，そ の和平案 の是非を問 う住民投票 ，国民投票 ，
地方 議会選挙に よって ，最終解決 ，歴史的 な和解への道 筋を歩み始 めた 。しかし ，
その 後，ＩＲ Ａ（カトリ ック系反英 武装組織 アイルラン ド共和軍） の非武装化 が
最大 の難関とな り，未だに和 平への道は 遠い。

【ベ ルファスト でのワークシ ョップ】
ロジ ャー ズらは ， 1 973 年 ，５ 人の プロテ スタ ント 住民 と４人 のカ トリ ック 信
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者か らなるグ ループでワ ークショッ プを実施 した。数代 に渡る経済 ，宗教，文 化
的憎 悪をはら むメンバー 同士の集ま りは，当 初，全く変 化が期待で きないと思 わ
れた が，プロ テスタント のデニスと ，カトリ ックのベッ キーが夕食 後１０分間 の
話を して，友 情を感じ始 めたのをき っかけに ，両グルー プの緊張が 緩和された 。
当初 は，隠蔽 されていた 両グループ の憎悪や 不信がより オープンに 表現され， そ
のよ うな感情 表現がお互 いの理解を 深めてい った。わず かに１６時 間のワーク シ
ョ ップ が両 グル ープ の 根強 い憎 悪を 和ら げた 。（こ のワ ーク ショ ップ は ，「鋼 鉄
のシ ャッター： スチル・シャ ッター」と して，記録 されている ）
参 加メンバ ーはグルー プの解散後 も，ほぼ 全員がリス クを背負っ て自発的に 集
まり 続け，両 陣営それぞ れの教会で 「鋼鉄の シャッター 」を上映し ，討論会を 続
けた 。

３．ベ ーシック・ エンカウンタ ーの実際
平成 ○年○月 ，３泊４日 のベーシ ック・エン カウンター の体験を通 して感じた こと
を以下 にまとめる 。

( 1)プログラム
・４日 間のプロ グラムは基 本的には メンバーが 決める。大 まかな流れ の案はスタ ッフ
が提示 するが， それをその まま受け 入れるか， 変更してい くかはメン バー全員が 決め
ていく 。「在りたいよ うにあれ」 という実存 の哲学がそ こに流れてい る。
・２〜 ３時間を 一つのユニ ットにし て，ラージ グループ， スモールグ ループなど の形
態でシ ェアリン グが始まる 。ファシ リテーター （促進者） は「さぁ， どうぞ，自 由に
はじめ てください 」という感じ で，開始を 告げる。

( 2)シェアリン グの様子
・沈黙 が２０分 ，３０分と 続く場合 もあるし， メンバーが 自由に自己 を語り始め るこ
ともあ る。何か しらのテー マが決ま っているわ けではない 。ただ，一 人の方が語 り終
えると ，それと 全く異なる テーマに 流れていく というので もない。や はり，前の 方の
発言に 重なってい くというイメ ージはあっ た。
・話が もつれて きたり，言 いたそう にしていて 迷っている ような表情 が見えた人 に対
して は，フ ァシ リテー ターが ，「○ ○さん ，よか ったら どうぞ 」のよ うに， まさに 促
すこと もあった 。何かあれ ばファシ リテーター に助けても らえるとい う安心感は グル
ープの 中にあった と思うが ，基本的 には ，メンバー同 士の語りで シェアリング が進む 。
・構 成法の ように ，「アイ メッセ ージで 」，「相 手の時 間のこ とも考 えて」 などの介 入
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は一切 ない。語り たい人が，自 分の思いの ままに語り 合う。

( 3)ワークショ ップを終え て感じるこ と
・「 もっ と親 密に なり たい 」「 人と ふれ あい たい 」と いう ロジャ ーズ 自身 の欲 求が ，
彼をエ ンカウン ターグルー プに没頭 させていっ たわけだが ，まさにそ れに近い感 覚を
味わっ た。出会っ たメンバーと 離れがたく なるのを強 く感じた。
・沈黙 がかなり の時間を占 めるが， それは自分 との対話の 時間であり ，人生の中 で，
こんな に贅沢な時 間を持ったこ とがあるだ ろうかとい う思いがあ った。
・ワー クショッ プには日本 全国から ，さらに外 国籍の方も 数名参加し ，文化を越 えた
つなが りを強く感 じた 。「人は， 人の中で， 人になる」 を身をもって 実感した。
・学校 という場 所では，構 成法が意 味を持つだ ろうと思う 。そして， 構成法は自 己成
長を図 る上で， 最初の第一 歩を踏み 出すには最 高のグルー プが生まれ るだろう。 しか
し ，「も っと 親密 にな りた い 」「人 とふ れあ いた い」 とい う思い がも っと 強く なり ，
自分の 責任にお いて，自由 という枠 を決めるこ とができる ならば，ベ ーシック・ エン
カウン ターの居心 地の良さを感 じることが できるだろ う。
・ロジ ャーズが 「２０世紀 最大の発 明である」 と言った， エンカウン ターグルー プの
意味が ベーシッ ク・エンカ ウンター を体験する ことではっ きりした貴 重な４日間 であ
った。

「エン カウ ンター を自分のフィ ールドに！！ 」と思う人は， 是非，ベ ー
シック・エンカ ウンターの体験を！！
〜自 分が自 分になる ため のきっかけ がそこにある かもし れません〜
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