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はじめに 

 

 久しぶりに仙台の空気を吸い、懐かしさとともにこれから始まる楽しい３日間に対する

期待が膨らんでいます。僕は高校まで仙台に住んでいたので(あ、浪人時代もですね)この地

には深い愛着があるし、そのため東北オープンにも２回参加しました。仙台でディスをす

る、となるとその日はやたらと気合が入ったものです。 

 

 仙台で PDDのレクチャーをする。この依頼を受けたとき、大学最後の夏休みの時間を割

いてでも引き受けたいと思えました。現在 PDDは、こと関東においては首都圏の一部の大

学が長い間リードしており、もっと広い地域でディス界をリードしてくれる人が出てきて

くれればと思っていて、そのような流れが生まれたときにはディス界は今よりもっと熱い、

楽しい場所になると思っていたからです。今回は東北大学をはじめとして東北地域の大学

の方と PDD を通じて交流できる、という事で地元の活性化みたいなもの(こういう言葉を

学生時代のうちに使うとは思ってもみませんでしたが…笑)に微力ながら貢献できれば、と

思い参加することにしました。 

 

 PDDの何が楽しいのか？楽しむためにはどういうことを考えてゆけばいいのか？２泊３

日の合宿の中でそれこそ全身全霊をかけて伝え、共に考え、皆さんの今後のディスカッシ

ョン生活に役立てるよう頑張ります。食事中でも風呂の時でも、寝る前でもいいです。寝

ていても起こしてくれて構いません(これは嘘くさいか？俺なかなか起きないからなぁ。笑)。

何かあったらとにかく声をかけて質問してください。出来るかぎりのことをしたいと思い

ます。飲み会の場で最高に美味いお酒を一緒に飲めるよう、がんばりましょう。 
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Chapter 1 Logic 

 

三段論法(基本的ロジックの考え方) 

 

A = B← Claim(論点に対するスタンスを示す) 

 

             C = B ←Warrant(論点に対する自分の価値観を示す) 

 

A = C← Data(Claimがどのような事実からそう判断されたのか示す) 

 

これをどうやって深めるか？これが大事。(無理矢理当てはめただけのWarrantに同調して

もらえるなんて、ないでしょ？) 

 

では、どうするか？ 

 

大事な事は Term Definition!!言葉の定義です。よくWarrantの下にもう一つロジックを

作る，なんてしています。それが出来る事は大事な事です。が、こうするが故に意見を深

めにくくなっていたりしませんか?もう一つロジックを作るより、言葉がどのような意味を

持っているのか考えた方が楽に意見を深められると思いますよ。ってんで、やってみまし

ょう。 

 

（例題） 

北島はかっこいい。 

 

      世界記録保持者はかっこいい。 

 

北島は世界新記録を出した。 

 

こんな考えを持つ人はどういう価値観を持ってそう言っているのでしょうか。解釈はもち

ろん様々な仕方が可能です。では、どのようなものか想像できますか？「世界記録」とは

どのようなものでしょうか。それは、これも一つの解釈ですが「選ばれたスポーツ競技の

トップアスリートが、己の才能を活かすためにそれこそ血を吐くほどの努力をしても記録

する事が出来るか分からない、非常に達成が難しい記録」でしょう。才能だけではなく，

血を吐くような努力。そして記録達成に対するあまりにもストイックな姿勢。こういうも



のが伴って初めて実現可能性が出てくる代物。だからそんな記録が出るかどうかを観衆は

固唾を飲んで見守り，記録が生まれた暁には盛大な歓声が起こる。少し長くなりましたが，

こんな感じで定義してゆくと，どうですか？説得力も増してきましたよね？こんな感じで

Term Definitionをしていけばいつのまにか深い考えをロジックを使って説明できるはずで

す。ちなみに、この考え方さえ身につけばいわゆる 2nd Logic というやつだって書けるは

ず！！ 

 

(補足)他に解釈するとしたら…単純に「全世界から賞賛を受ける記録」でもいいし、「人類

史上最強の称号」でも構わない。また、北島の努力を例えば雑誌やインタビューなどで知

っている人はそういう背景が含まれるかもしれませんね。そうしたら Dataは違うだろうけ

ど「有言実行を貫くから」なんて意見だって出てきうると思います。 

 

もう一つの秘訣!!…ドラマを描け!! 

これは、三角形に固執してしまってなかなかうまくロジックを作れない人に効果的な考え

方です。ロジックから意見を作らずにまずは素直にアイディアを紙に書き綴りましょう。

それを作文みたいにまとめて，それから初めて「何が結論(Claim)か、Data は？Warrant

は？」と書いていくとこれまで以上にわかりやすいロジックが出来ると思います。なお、

その際ロジックの三角形の各パートの意味だけは忘れないで下さいね。下手をすると三角

形に当てはめているけど，何をいっているのやら…という話になってくるので。 

 

Warrantを導き出そう。 

 ロジックを作る時に，皆さんは簡単に Claim と Data は導く事が出来ているのではない

でしょうか。だって、色々な事実を知り，それを見てどう主張したいかを決めるだけなの

ですから。 

 ただ、問題は…そう、Warrant ですね。こいつが曲者です。かくいう僕もこの感覚をマ

スターするのに１年半かかりました。体感しないと出来るようにならない部分もあり、マ

スターするにはひたすら考えるしかないのですが，進歩のためのヒントは出す事が出来ま

す。以下の事については暇があったらとことんやってみてください。 

 皆さん，そもそも”Warrant”という言葉の意味は知っていますか？この言葉は「根拠」と

いう意味を持っています。「裏付け」、「前提」ともいいますね。根拠が明白な意見ほど，人

には理解しやすくなります。では、これをどうやって考え、身につければよいのか。 

 「前提」を探る事は自分の，または他の人の発言の意図や価値観を探る事で見えてくる

ものであると思います。これが出来る人が真にロジカルな考え方を出来る人なのです。例

えば，よくある話ですが，車に乗ると普段より気が短くなる人がいます。通行人が邪魔だ

ったり，側の車の運転が下手糞だとすごい勢いで怒っている人，よくいますよね？こうい

う人は何故短気になってしまうのか？それは、一つの解釈ですが、「自分が目的をもって行



動しているときにそれを侵害された気になる」からだと思います。車に乗るという事。そ

れはつまり「自分の行きたい場所へ少しでも早く行きたい」という意識の表れなんだと思

うんです。別に，そこへ行くにはバスに乗っても，電車でも，徒歩だって構わない。でも、

そんなチンタラしていられない。早く行きたい。だから移動手段として自動車を選び，わ

ざわざ運転してガソリンを消費してまで、お金を消費してまで動くわけです。それが通行

人や周囲の車を気に掛けてしまうとスムーズな移動が邪魔されている気になる。だからで

はないでしょうか。自動車に乗ると短気になってしまうのは。 

 この論をどう思いますか？議論の余地はあるものの「目的を持った行動が侵されると苛

立ちを感じる」という明確な根拠、Warrant が含まれているでしょう？このような感じで

人の行動や制度・政策にある前提・存在理由などを想像，分析していってください。それ

は多くの場合非常に当たり前のようなもので、普段だったら考えよう、とも思うことがな

いものです。でも、それを考え，日常当たり前のように考えられていることにメスを入れ，

その当たり前がなぜそうなっているのかを探って行く事でしかロジカルな考え方は身につ

きません。 

 僕がたまたま読んだ本に「真の驚きとは三面記事的なそれではなくて知的驚きである。」

という言葉がありました。Warrantを身につけるために深く物事を考えて行くと，必ず「真

の驚き」を感じる事が出来ます。僕もディスを通じて様々な知的驚き・知的興奮を味わう

事が出来ました。皆さんも僕が感じたような喜びを感じる事が出来るとこのレクチャーも

少しは役に立ったことになるかな、と思います。頑張って取り組んでみてくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapter 2 Argument 

 

アーギュメントの基本 

 アーギュメントの基本、それは「立論」と「反論」です。つまり、自分の意見を論理的

に成立させ，相手の意見を論理的に否定して行く事がアーギュメントなわけです。これは

基本中の基本ですよ！！「とりあえず Comparison がしたい」と思っている人、コンパリ

の前にまずこれら２つが出来ないと話にならないんでしっかり意識して取り組んでくださ

いね。アーギュメントが出来て，コンパリで何をすべきかを知ればあとは練習、というよ

りバトルを重ねまくるしかありません。絶対負けない！！くらいの気合で議論しましょう。

ロジックを意識する事は忘れずに…。 

 

Direct Objection & Indirect Objection 

 この言葉，ひょっとしたら聞いたことがない人もいるかもしれませんね。まず簡単に説

明しておきましょう。それぞれ訳すと「直接的反論」と「間接的反論」ということになり

ます。前者は「ある意見のベース、つまり Dataを事実と認定しない意見」で、後者は「意

見の Data は事実だが意見に同調できないときに、別の観点から意見を出して反論する意

見」です。こう書いても分かりにくいでしょうから，例を提示しましょう。 

 

(例) 

ＥＳＳは素晴らしい 

 

     英語力が向上できる場は魅力的だ 

 

ＥＳＳは入ると英語力が上がる 

 

これに対して… 

 

Direct Objection 

ＥＳＳなんて駄目だ 

 

     英語力が上がらない英語サークルなんて無意味だ 

 

ＥＳＳに入っても英語力は上がらない 

 



ＥＳＳに入ることによって生まれる利益(英語力)が上がらない、と事実そのものを否定して

いますね。これが Direct Objectionです。一方 Indirect Objectionを見てみると… 

Indirect Objection 

ＥＳＳなんて駄目だ 

 

    英語力を上げるのにＥＳＳは効率的でないから駄目 

 

ＥＳＳよりＮＯＶＡの方が 

英語力はつく 

 

どうですか？一応ＥＳＳで英語力が上がる事は認めているけど，ＮＯＶＡという別の場を

話に出す事でＥＳＳはたいした事がない、と言っていますね。これが Indirect Objectionで

す。これが２つの Objectionの違いです。 

 

一般的にアーギュメントの仕方としてDirect Objectionをまず出そう，と言われています。

これは何故かと言うと，まず意見の Dataが正しいものかどうかを考えないと Indirectを出

しても議論の必要性が希薄になってしまうからだと思われます。ただし、意見の Dataをい

きなり認めてしまったら別に Indirect から出してくれて全然ＯＫです。ここで一点気をつ

けてください。それは Indirect を出すなら”Superiority”を示してね，と言う事です。これ

については次の項目を見てください。 

 

Superiorityについて 

 この言葉は聞いたことがありますか？これは「優位性」という意味を持っています。二

つの対立意見があり，どちらも事実として認定してよい場合に，どちらの意見を尊重する

べきかを考えて出すものと考えてください。では、この Superiorityをどのように見出して

ゆけばよいのか。さっきのＥＳＳについての議論から考えてゆきましょう。 

 

ＥＳＳなんて駄目だ 

 

    英語力を上げるのにＥＳＳは効率的でないから駄目 

 

ＥＳＳよりＮＯＶＡの方が 

英語力はつく 

 

この意見は Indirect Objectionでしたね。実は，既にこの意見には Superiorityが含まれて

います。それは「英語力をつけるにはＥＳＳよりＮＯＶＡの方がよい」ということです。



ここに Superiorityの考え方が全て詰まっています。 

 

Superiorityを考える際にまず考えるべき事は「基準となる共通項」です。上の例では「英

語力を向上させるための場」ということがＥＳＳとＮＯＶＡの共通点ですね。だから

Superiorityを考える基準は「どちらが英語力を向上させるのによい場所か」ということに

なり、この意見のスタンスとしては、例えば「ＥＳＳは日本人の中だけでのコミュニケー

ションしかないが，ＮＯＶＡならいつもネイティブさんと会話が出来る。生の英語に触れ

られるだけＮＯＶＡの方が優れている」という Superiorityが存在する，という事になりま

す。 

 

まず共通項を導き出す。そしてどちらが優れているかを考える。これが Indirect Objection

であり、この後の章で解説する Comparisonの基本的な考え方になります。Comparisonに

いく前に、もう一つ，読んでほしい事があるので，それを読んでから次の章へ行きましょ

う。 

 

反論を生み出す想像力 

 よく「どうやったらもっと上手くアーギュ出来ますか？やっぱりロジックですか？」と

いう事を聞かれます。確かにロジックは議論をするにあたって大事なものですが、これだ

けは足りないという事を分かっておいてください。それでは，何が他に必要なのか？それ

は、「想像力」です。 

 ロジックが上手く，早く作れても思いつく意見が無いと仕方がありません。常に物事を

批判的に見ることを忘れず，さまざまな観点から想像を働かせてください。 

 とある会社が送ってきたパンフレットにこういう事が書いてありました。 

 「既成概念を打ち破る，というときに我々はいくら無から新しいことを考えても何も生

まれる事はない。それを実現しようとするとき，一番大切な事は多くの既成概念を蓄えて

おく事で、多くのことを知っているから既成概念を打ち破り得るよい考えが浮かぶのであ

る。」 

 この言葉，僕は大好きです。実は僕はクリエイティブな考え方をする事があまり得意で

ないのですが，この言葉は努力して色々な事を吸収し，深く考える事を忘れなければクリ

エイティブな発想を持つことが出来る，と言っているからです。天才がクリエイティブな

ことを出来るのではない。努力すれば出来る事なんだ。これは大きな希望です。皆さんも

色々なことを注意深く見て，考えてみてはいかがでしょうか。新聞を読むのもいい。わっ

しだって，ＴＶだって，小説だっていい。漫画なんて最高です。きっと今までになかった

ような考え方を身につけることが出来ると思います。気楽に，そして真剣に。そして貪欲

な姿勢が皆さんを更なる高みへと導いてくれるはずです。 

 



 

 

Chapter 3 Comparison 

 

ついに、このステージまで話を進めてきました。ある意味皆さんが一番知りたいのは、こ

れではないでしょうか。Comparison、このＰＤＤ最後のステージは普段のＰＤや大会でも

議論する機会が少なく、あまりよくわからないんですぅ、という人も多いと思います。や

り方としては様々ある、と言われているのですが，僕の持論ではやることは決まっていま

す。それを今回紹介して，理解してもらおうと思います。では、さっそく解説を始めまし

ょう。 

 

このステージで議論するべきこと 

まずは基本的な Comparison の進め方を紹介しましょう。Procedure は以下の４ステップ

です。 

 

①；比較するＡＤとＤＡを確認する。 

②；Judging Criterion(判断基準)を１つピックアップし，ＡＤとＤＡ、日本政府としてどち

らがより重要か議論する。 

③；②の結論を日本政府の最終的結論と認定していいか議論する。 

④；ディス終了。 

 

これが基本です。②と③さえ議論していればどういう形で話してくれてもいいかな、と思

います。ここで少し Technical Termの紹介をします。Decision Criterionって知っていま

すか？これは「全ての判断基準の中で最も重要な基準」という意味で理解してください。

③のステップではこの Decision Criterionは何なのかを考えます。 

 

どうやって議論してゆくか 

基本的には自分の言いたいことをどんどん言ってくれれば構いません。ただ、何度も言う

ようですがその際にはロジックとアーギュメントの章で解説した事を意識してくださいね。

論点・トピックについて自分のスタンスを伝え、どんどん意見しましょう。よくこのステ

ージにいきたいいきたいと言っているのにいざコンパリに入ると何も喋らなくなってしま

う人がいますがあれはあまりに痛いです。見ているこっちも痛いですが(アドバイスするに

もその人の課題が見えてこないんだわ…)、そういう状況に陥った人自身が一番痛いって思

っているんじゃないかな。もし今回の参加者にそういう経験をした人がいたら今回のレク

チャーを利用してみてくださいね。 

 



さて、ポイントは「伝え方」と「どうやって議論が終わっていくか」だと思います。まず

は伝え方を説明しますね。 

 

基本的に Comparisonで意見するときには以下のようなロジックで考えるといいです。 

 

(例) 

ＡＤ＞ＤＡ 

 

      日本政府は～～という Taskを尊重していくべきだ。 

 

プランを採った方が☆☆ 

でいいから。 

 

Claimでスタンスを示し、Dataは自分の中で一番重要だと思う問題意識を、そしてWarrant

であなたが重要視した問題を解決する方向性を Task of the J/Gとして伝える。これだけで

す。もう少し具体的な例を使いますね。中絶オピニオンのＤＡサイドで意見を挙げます。 

 

(DA = Family will be unhappy.) 

ＤＡ＞ＡＤ 

 

     日本政府は To respect nations’ way of livingを大事にすべきだ。 

 

両親が臨まない出産により 

生活設計が乱れる。 

よって生まれる子供にも不利益が生まれる。 

 

なんとなくわかりました？これは合宿中にブレストしたい人は付き合うんで、その時にも

お話しましょう。これを作れたらあとは反論してくれる人の意見を求め、議論しまくりま

しょう。ここで、相手の意見と議論を戦わせる際の方法も確認しましょう。 

 

Judging Criterion 

日本語で「判断基準」ということになりますね。コンパリでは Judging Criterion(J/C)を設

定して、その中で議論をします。これはアーギュメントの章で解説した Superiorityの話を

思い出しながら取り組んでもらえるといいでしょう。共通項を見出し、何が違う点で、ど

ちらがどう優れた意見なのかを考える事が基本となります。 

 



ただ、コンパリでは↑で紹介した Procedure があるので、少し意識しなければならない点

があります。それが「政府的な視点」です。では、この政府的視点とはどうやって考え出

してゆけばよいのでしょうか。 

 

政府的、と書きました。しかしおそるるなかれ。ＰＤＤはどういう議論だったかを思い出

してください。「自分たちが日本政府と想定して、社会問題をどう考えてゆけばよいのか政

策という視点から考えてゆく」議論でしたね？と、いうことは「政府的視点＝皆自身の視

点」ということになります。だから「基本はあなたの意見を積極的に言う事」なんです。 

 

そして、あなたの意見を伝えるにあたって、あくまで客観的に意見しているのだ、という

態度の表れこそが”Task of the J/G”なんです。日本政府として大切にするべき価値観をあく

まであなたの視点で述べる。これが出来ればコンパリマスターの第１歩を踏み出した事に

なります。 

 

ただし、他の人だって意見を持っているはず。あなたがしっかりと発言できたからといっ

て必ずしもそれがディスの結論になるかは分かりません。では大事になることは「他の意

見と比較して、どうしてあなたの意見が最も優れたものになるのか。」を説明する事です。

つまり、↑のステップで言うところの③です。 

 

他の人との意見をどう理解して新たな J/C を見出すか。これがなかなか出来ないからコン

パリが終わらないのだと思います。ここでは、そのヒントを示しておきたいと思います。

ヒントとは、「それぞれの意見を抽象化しよう」ということです。具体例を挙げましょう。

トピックを「学生の制服自由化」とします。ＡＤが「学生の個性を尊重できる。」ＤＡは「生

徒が主体性を失う。」とします。ＤＡサイドは「政府の介入によって生徒が自ら考えて主張

するきっかけを殺す。結果として社会を行きぬくための行動力を失うのではないか。」と主

張しました。最終的に制服の自由化は構わないけどそれはあくまで学生自身の強い要望に

よって為されるべきでそのための行動を学生に起こしてもらいたい、というものです。一

方ＡＤサイドは「学生はまだ若く主張をしきることを知らない。だったらこれをきっかけ

に自分の主張が通る喜びを理解してもらえるから、今後の学生にとってプランを取る事は

有益だ。」と反論してきました。 

 

それぞれの意見を確認しますよ。 

ＡＤ＝「今後主体的に活動できるよう、きっかけとして彼らの主張を受け入れよう。」 

では、ＤＡサイドの意見をどう解釈するとよいか。例を出します。 

ＤＡ＝「きっかけは自分で掴み取るものだ。そういう若者を輩出する教育を目指そう」 

となりませんか？ 



 

ここでこれらの意見を抽象化します。 

ＡＤ＝「はじめの１歩の踏み出し方を教える優しさは持つべき」 

ＤＡ＝「厳しくてもはじめの１歩は自分たちで見出させるべき」 

 

それぞれの文面とアンダーラインを注目してください。ここから J/Cと Superiorityが見え

てきませんか？そう、J/Cは「日本政府は学生に対してはじめの１歩をやさしい手法と厳し

い手法、どちらの手法で踏み出させるのがよいか。」AD サイドは「優しい方がいい」DA

サイドは「厳しい方がいい」ということでコンパリの基盤が出来ました。それぞれの詳細

な Superiorityはここまでの議論をまとめると十分理解できますね。あとは、これからの議

論次第で結論が出る事でしょう。 

 

ここまでの話をまとめながら②③の議論の仕方をふりかえりましょう。 

 

①ある意見が論理的に認めうるものか議論する。(ある価値観を認めるかの立論＆反論) 

②他の観点から意見を結論として認めてよいか議論する。(その価値観が一番大事な価値観

となるかを知るための比較検討) 

 

特に②をすることがコンパリの醍醐味です。すぐにできるとは思いませんが、こういう議

論が PDDをしていて一番面白いはず。プランからやるディスでもコンパリだけをやるディ

スでも、何でもいいですから各大学で工夫して沢山のコンパリを経験してください。一回

一回のディスを大切に議論すればコンパリマスターになる日も夢ではないはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapter 4 Strategy 

 

注；今回のレクチャーではこのページは取り扱いません。 

 

意味のあるストラテとは？ 

ストラテという言葉が誤解されているように感じます。「だまし」とか「ひっかけ」であた

かも相手を傷つけるためのもののように考えている人もいるようです。でも、本当のスト

ラテとはそういうものではありません。また、ストラテがストラテになっていないことも

多々あります。そのストラテがあるからどうしたの？と聞きたくなることもしばしば。と

いうわけで今回は簡単ながらどういうものがストラテと呼ぶにふさわしいものなのかを紹

介しておきます。 

 

ストラテとは何のためにあるのでしょう？それは「自分の思う理想的結論を出すための筋

道をコンセンサスにするため」です。多くの人のストラテの甘い点は結論が出せるほど筋

道が詰まっていないことです。では、本当のストラテを成立させるためにはどういった考

え方をする必要があるのでしょうか。 

 

答えは「結論から考えて逆算的に何をするか決定し、ディス中コンセンサスを作る事」で

す。これは「コンパリで主張したい最終的意見を最初に考えておき、その意見を最も反映

させるにはどうしたらよいか」という考え方でディスに取り組む事です。 

 

少し例を出しましょう。 

トピック；中絶 DA；Family will be unhappy. 

コンパリでの主張 

＝「両親には仕事の面などでキャリアプランがあり、それをもとに生活設計をしている。

現時点では育児に時間を割くという事が大変困難だ。それにもかかわらず出産を強要する

と両親だけでなく生まれる子供にも苦しみを与えるからプランは採るべきではない。」 

DAの Seriousness 

＝「この状況はシリアスだ。何故なら両親は望まない出産をしなければならないから。」 

DAの Linkage 

＝プランを採る→どうあっても出産をしなければならない。 

 

ここからが特に大事ですよ！！どうやってこれらの意見を成立させるか、です。 

 



するべき Q(とるべきコンセンサス) 

①何故両親は出産を拒むのか。(理由として女性の社会進出や男性の昇進願望などをコンセ

ンサスにする。)  ＠Problem 

②赤ちゃんが生まれても不幸な人生になりうる，ということもある。  ＠Seriousness 

 

これだけあれば十分でしょう。①をコンセンサスにすることで「キャリアプラン」が立論

され、②によって赤ちゃんが生まれることが絶対的によいわけではない、という意味で AD

サイドの主張に切り込む余地を持たせます。補足として、ADサイドが予め主張しそうなこ

とを否定しうるような布石を打つ事もあっっていいですが、これは Q でやってもコンパリ

でのアーギュメントでやってもどちらでも構いません。 

 

大切なことは予め意見を持っておくことと、プレゼンの仕方に細心の注意を図ることです。

よくその日その日のディスで最初から考え直す人がいますが、これはお勧めしません。そ

れによってディスがうまくいかないことがほとんどだからです。新しいストラテが思いつ

かなくて地蔵になる、即興で意見したら理解してもらえずにごちゃった…。ありますよね？

こういう経験。だからまず意見を持っておいてください。AD サイドならこう言おう、DA

だったらこう言おう、と。そしてプレゼンをべた書きにしておきましょう。その積み重ね

が十分になったとき初めて即興でも十分議論できるような能力を身につけることが出来る

のだと思います。今回のセミナーでは PDもあります。機会があったらぜひこういう考え方

で PDに臨んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chapter 5 Confirmation 

 

カンファメをわざわざレクチャーすることは、実は初めてです。他の人もこれをしたこと

があるのやら…？という感じですが。(１度だけ JIDMの秋フォーラムという大会でレジュ

メを作りましたが。)でも、今回はやってしまうことにします。 

 

カンファメの使い分け方 

技術的なものの前に、少しカンファメの使い分け方を確認しましょう。もう知っている事

かもしれませんがカンファメには①自分の理解を確認するためのもの、そして②他の人の

理解を助けるためのもの、の２種類があります。当然ですが、皆さんが②を出来るように

するのがこのレクチャーの目的となります。②を出来ると困っている後輩をサポートでき

たりオーソリティーという名の信頼をテーブルで得る事ができます。 

 

カンファメの種類 

僕の定義では、カンファメには以下の５種類があります。それをまずは見てください。 

①Repeating Confirmation 

②Talking Point 

③Summary 

④Leading 

⑤Reading 

 

一つづつどういうものか・そして取り組むためのヒントを紹介しましょう。 

 

①はそのままですね。とにかくとある意見・発言を繰り返すだけです。ただし、これは誰

でも挑戦すればできること。大事になるのは「いかに分かりやすい形でその意見・発言を

言いかえられるか」です。いわゆるWord Choiceとかですね。まずは①をマスターしてか

ら次に入るのがいいでしょう。(１年生に教えるときもここから入るといいね)。 

 

②は、「その時に話をしている論点を確認する」ためのものです。このカンファメ(ここから

は Cって呼びます。)をできるようにするには以下の２点をチェックすればいいです。それ

は(1)どのエリアで議論をしているか(例；Workability で All Cut の反論について議論して

いる、等)、(2)議論の土台となっている意見のロジックを見たとき、DataやWarrantなど

どのポイントを検証しているのか。ともに言える事は「話の起点(何からこの話になったか)

を常に頭に入れる、もしくは思い出す」ことでいつでもこれは出来るという事です。 

 



③は、「要約」ですよね。その時点で話していた内容をコンパクトにまとめる。大事な事は

「何について話して」「どういう理由で」「どういう結論が出たのか」を全て網羅する事

です。補足ですが、僕は現役のとき結論が出てしまう前に Summary をしていたことが

ありました。その際は「どういう結論が出たのか」はまだ何も言えないので「何につい

て話していて」「ここまでは～と☆という意見があって」「それぞれ～と☆という理由を

挙げている」そして「～さんの意見が勝れば結論は…で」「☆さんの意見が勝れば結論は

●になる」という風にまとめていました。アンダーラインの部分は議論を進める上でポ

イントになります。何故ならこの部分をしっかり理解していることがハンドリングをす

るために大事になるからです。(ハンドリングについての詳細は次章で。) 

 

④は、ストラテに使うやつです。”Can I take like this?”とか”You mean ～, right?”という

ノリでやってますよね。あれで何をすればよいかというと、「発言者の意見から自分が

後々言いたい要素をピックアップして伝える」ことです。ピックアップする内容は具体

的なときも抽象的もあります。…わかりにくいね。例を出しましょう。次のロジックを

見てください。 

 

中絶問題で… 

両親は子供を欲しがっていない 

 

      両親はまだ好き勝手していたい＝                  

 

両親はそれぞれ自分がしたい事を持っている(仕事など) 

 

空欄になっているアンダーラインの場所に何が入るでしょう？まぁ妥当性があれば何でも

いいわけですが後々のストラテのために例えば「もし今子供を持ってしまってもちゃんと

育てられるか微妙だ」とでも言っておけばどうですか？さっきストラテの章で紹介した DA

の例だとこれがさらに DA の信憑性を高めませんか？こういう事をさらっとやってのける

ことがストラテを上手くやるコツです。 

 

そして⑤を。これは、聞いたことがない人のほうが多いかと思います。何せ、僕と某先輩

の２人で考えた造語ですから。まず、意味としては「他の人が頑張っているけど伝えきれ

ない、ある種の心の叫びを察知し、代弁する」ことです。プレゼンがわけわからん人とか

ロジックを頑張って伝えようとしているのに全然言えていない人に「君の言いたい事って

～～ってことだよね？」と。これが一番オーソリティーをかき集める事が出来ます。何せ、

「その人本人では伝えられない」し「周りの参加者も理解できない」ことを分かるんです

から。これをやりきるにはどうすればいいのか？そのヒントは次の項目で紹介しますね。 



 

どうしたら Cが上手くなるのか 

これは一気に箇条書きしていきます。レクチャーするにも、Cなんていうのはやはり実践あ

りきですから、自分で PDをするときに意識して欲しい事を書いておきます。 

 

・Word Choiceを大事にしよう。 

・言い換えがきくくらいの英語力は持っていてください。 

・文法的な事も確認しましょう 

・CCF はあくまで基本。CCF で伝わらなければ CCL！！(物語を相手の頭にインプットさ

せてしまう→理解を助ける！！) 

・意見を理解するためにいくつかステップがあるときにはしっかりとそれを NLC。時間軸

は常に意識しましょう。 

・ロジックは大事です。Warrantをいつでも導き出せるように練習。(意見を言いきれない

人のたいていは“そこにあるWarrant”に気がついていません) 

・周囲にとって意味不明な意見を言っている人がいたら、そこまでの議論でその人がどん

な Qや Cをしていたか(ストラテとか)を思い出してみよう。 

・現状に対する適切な意見が全てのベースになります。リサーチはしっかり！！ 

・相手の意見から想像できる情景をつかもう。そこに隠れた前提がある。 

・Cするにあたっていつでもまじめである必要はない。時にはギャグをいれて！！ 

 

まだまだあるかもしれませんが…あとは皆さんそれぞれの経験でノウハウを足していって

ください。盛りだくさんだなぁ、と思うかもしれませんが、最高にいい C をしようと思っ

たらやはり意識していようがしていまいがこれくらいのことはやっているものです。じゃ、

Cの講義はこの辺で終わりますね。 

 

タイミングって大事 

Cって多分一番頻繁にされていますよね、ディス中。普段の会話や議論では絶対にこんなこ

とはありえないのですが…面白いですね。さて、本題へ。一つ聞きたい事があります。や

みくもに C している人もいればそうではない人もいます。何が違うでしょう？…わかりま

す？つまり「必要な Cとそうではない Cがある」ということですよね。何が違うのでしょ

う？ 

 

違いは「タイミング」だと思います。自分の理解が曖昧なときはやったほうがいいかもし

れません。置いて行かれないように。問題は人のための Cをするとき。ただ Cすればいい

というわけではなく、人の目や表情を伺いながら「あ、こいつわかってるか微妙…」とい

うことを察知してください。それが出来ればあなたの C はより他の人のためになるものに



なるはずです。 

Chapter 6 Suggestion 

 

ハンドリングするって事は… 

ハンドリングを頑張ります！！と言うことだけなら簡単です。でもこれって実際にやるの

は難しいですよね？今回は「ハンドリングをするってことはどういうことか」から考えて

一緒にいこうと思います。具体的な方法も大事ですが、今回は上級者のスキルではなくて

基本の基本から考えましょう。 

 

さて、ここで質問。ハンドリングをするにはどういうことをできなければならないと思い

ますか？考えてみてくださいね。次の行には答えを書いてありますから。あ！！まずは見

ないで！！考えてみましょう。 

 

……………… 

 

わかりましたか？正解は以下のようになります。 

 

① 何が議論の進行を妨げているか(つまり問題)を理解する事 

② どうすれば議論が進行するか(問題解決するか)のアイディアが出せる事 

 

の 2 つです。①がいわゆる Confusion の内容ですね。これを知る必要がある。そして②が

Suggestionできるかです。よく Question→Confirmation→Suggestion(QCS)と言われてい

ますが、これは①②を理解し、Output(伝える)するための手段という事になり(特に QC で

すね)、基本は↑の①②をおさえることからはじまります。今回はこれをどうやって取り組

み、マスターすると良いかを紹介します。 

 

That’s the PROBLEM SOLVING!! 

ハンドリングというとどうしても C や Suggestion(S と呼びます)に目がいってしまいます

が、それだけでは到底ハンドリングなんて出来るようにはなりません。まずは、↑でも書

いていますが①をできるようにしてください。それからがいわゆるハンドリングのはじま

りです。 

 

どうやったら問題を理解できるか？どうやったら問題を解決できるのか？これらは相互に

強く関わり合っており(当然ですね)、そのプロセスをしっかりと見出した人がテーブルをリ

ードすることになります。いわゆる Great Discussantというやつです。でも、そういう人

達がやっていることは非常に基本的な事です。みんなだって頑張ればマスターできます。



ここではそのプロセスを解説します。 

以下のチャートをみてください。 

 

 ＜その時点での議論を分析＞ 

 Problem；ごちゃっている。 

 

    Why? 

 

 Cause；                   

  How?；                  

                        

 

 

 ＜では、どうするか？＞ 

 Direction；ごちゃりを解決して議論を進めよう。 

 

        How? 

 

 Suggestion；                 

 

        Merit of the suggestion 

 

 Advantage；ごちゃりが解決される。 

 

大事な事はこれを頭の中で描けるかです。これを「問題解決プロセス」と呼びます。ディ

スのフォーマットにそっくりですが、それもそのはず。あのいつもディスで扱っているフ

ォーマットも Problem Solving Formatといいますからね。 

 

大事なのは Causeを見つける事、そして Sのメリットをきちんと言える事です。つまりロ

ジックです。Causeが見えていたらその逆のことをすると Suggestionになりますよね？そ

して、Cause を詳しく理解しているからこそ Sの Merit も言えるんですよね？これができ

ればみんなだって Great Discussantですよ！！ 

 

余談ですが、僕は就職活動にあたってディスで培った能力が社会人としてどう反映される

かを知りたくていくつかの本を読みました。それはビジネス雑誌であったりロジカルシン

キングの本だったりしたのですが、この「問題解決」ということはどんな仕事でも非常に



重要なようなのです。何かを売る営業職の人は「この商品によっていかにお客様が問題を

解決できるか」を考えるそうです。例えば、旅行会社のパンフレット。あれって今までは

印刷会社に依頼して作成していたみたいなんです。でも、それを待っていたらお客様に満

足のいく旅行プランをせっかく作っても紹介できませんよね？そこでとあるコピー機の会

社はその問題を発見し、カラーコピー可能の、しかも印刷速度が速いコピー機を紹介しま

した。そして、そのコピー機によって旅行会社がいかに迅速によいサービスを出来るかを

説明したそうです。結果として、その会社は多くの店舗にそのコピー機を納品しました。

コピー機の営業さんは会社にとってすごい貢献をしたし、自社にとってもものすごい利益

があがりました。 

 

このようなこと、つまり問題解決が社会では求められています。ディスはそういった問題

解決の思考を培うよい場所だと思います。今ディスをしているのがとにかく楽しい！！と

いう人は問題ありませんが、もし悩んでいる人がいたらまずはこういったディスのメリッ

トを意識してみるのもよいかと思いますよ。 

 

Causeを探すヒント 

ハンドリングするのにConfusionの原因を知る事が大切な事はもう伝えてあります。でも、

いきなり言われても何が原因なのかわからない、という人が大概でしょう。今回は踏み込

んだ話はしませんが、簡単なヒントだけはあげておきましょう。大体、Confusionの原因は

こんなところです。 

 

①Vague Wordがあり、その定義が人によって違う。(例；高いってどういうことよ？) 

②Viewpointが各人で違う。(被害者の視点や政府の視点) 

③セオリーの認識の仕方が違う 

④各人(ある個人)の意見のWarrantが見えない 

⑤知識レベルで理解度の違いがあり、誤解が生まれている。 

 

これくらいかな？経験の中でもっと他にあったら付け足してください。 

 

これらが主な原因です。原因の内容がたいていわかったら、予めどういう S をするかもわ

かってくるものです。何故なら、ディス中ごちゃったら常に↑のようなことに目を配れる

からです。あとは実践あるのみ！！とことんディスして、リフレをして、どうやったら上

手くいくかを考えてみてください。 

 

柔軟な S 

ここまではある意味ロジカルにハンドリングをする術を紹介してきました。ただし、ディ



ス中全ての問題をロジカルさだけを追及してハンドリングできるかなんてわかりません。

と、いうのも人と人とが議論する以上、どうしても譲れないことがあるわけでそういう人

がロジカルさを持っていないと「ごねる」という行動に出るからです。 

 

「ごねる」とは建設的に議論しましょう、という中では最悪の行為です。ただ、考えてみ

たいのは「ごねる」人がいたとしたらどうやったらそういう人に自分の考えを理解しても

らえて、納得してもらえるかです。ディス界はロジックを尊重するから「ごねる」のはい

けないことを分かっている人がほとんどです。でも、実際外の団体などで同じ理屈がしっ

かりと通るかはわかりません。 

 

「ごねる」人にはそれなりの対応が必要です。色々な手法があることでしょう。そんな中

で大切になるのは「いかにその人にとって自分の S が有益なのか」をわかってもらうこと

です。そのためには「相手が望むこと、ニーズ」をしっかりと理解しましょう。 

 

交渉術なども色々ある事と思います。ただ、まずは正攻法でいきましょう。「人の意見を理

解し、人のためにアイディアを搾り出す」そんなディス界だったらいいのになぁ、と思い

ます。 

 

最後は技術の話では無くなってしまいましたが、技術だけで語りきれるほど PDDは浅くは

ありません。結局、人と人の関わり合いの中で存在するものなのです。そういったことに

考えを及ばせられるような人に僕もなりたいし、みんなにもなって欲しいと思います。 

 

アイディアの重要性 

 結局，Ｓってのはアイディアです。だから上述のようなマニュアルは作成していますが，

本当の所でこういったことについてマニュアルを作成する事は不可能です。何せ，アイデ

ィアなんていうのは人それぞれだし，Ｓを聞く人がどのようなＳを受け入れるか，につい

ても人によるからです。 

 だからこそディスは深いのだと思います。マニュアルを超えたところでディスは成立す

るものです。基本は上述の通りですが，皆さんにはこのマニュアルなんて軽く超えたとこ

ろでモノを考えてほしい。僕はそう考えています。 

 Ｓをするまでの考え方は紹介しました。でも，どういうＳが有益かについては具体的な

事を書けませんでした。これは皆さん自身で考えて行くべき問題です。その場その場で最

善のＳは何か？必ず考えてください。これから取り組む全てのディスで，いつもです。 

 

 

おわりに 



 

ふぅ～～～っ、終わった！！ここまで一気に書き綴りました。卒業も間もないということ

でこれが最後のセオリーブック執筆という事になると思います。ってことで一安心です。 

 

僕は卒業後、ビジネスの世界に飛び込みます。色んな話は聞いているのですが、まだ実体

験がないのでどういう場所なのかはわかりません。でも、今は希望を持っています。やり

たい仕事を頑張って早い時期に出来るようになりたい。こんな思いが強いです。 

 

仕事の中でディスがどれだけ役に立つのかも分かりません。でも、色んな情報に触れる中

で、役に立たない事はない、という事だけは容易に想像できます。ディス頑張っていてよ

かったぁ、って思えたら最高ですね。 

 

最後に一言。これは僕のディス仲間が常に言っている事なのですが、「ディスは裏切らな

い」。頑張って多くのことを出来るようにする事は大変な事かもしれません。でも、ディス

はきっとみんなの役に立つし、頑張れば頑張るほどいいことがあります。それを今回のセ

ミナーで少しでも感じてもらえれば、幸いです。 

 

最後に、この機会をくれた東北大学の皆さん、ありがとう。仙台で PDDのレクチャーを出

来るなんて思っていませんでした。これはよい思い出になりそうです。ここに感謝の意を

表し、筆を置きたいと思います。さ～～て、飲みますかぁ。 
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