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1997 年 11 月 19 日 

別冊 Discussion 専門委員会 

『『 DDiisscc uussss iioo nn   SS ttyy llee   BBooookk』』発発行行ににああたたっってて   

 

 柿もみかんも色づき、秋の深さを感じさせる今日この頃ですが、皆さんはいかがお

過ごしでしょうか。 

 さて、この度、Discussion 専門委員会では、新たな試みとして Discussion Style Book

をみなさんのもとにお届けします。  

 

 Discussion 創始以来、数々の Discussant により、常に Style の確立、Style の重要

性は叫ばれつづけてきました。そして数多くの先人たちは Style を持つこと、実践す

ることを 1 つの目標にし、今日に至るまで探求し、切磋琢磨しつづけてきました。し

かしながら、今日の Discussion 界において、Style の重要性の認識、Style 確立への

飽くなき探求心は失われつつあります。そこで私たち専門委員会は、改めて

Discussion における Style の重要性を問いなおそうと考え、当会誌を発行するに至り

ました。 

 

 ところで、Style とは何なのでしょう？私なりの言葉でいえば、自分なりの

Discussion 観、それに基づいた自分なりの Table の進め方だと考えます。Discussion

観とは、個々人の Discussion に対するこだわりや考え方であり、進め方とは、それが

Table で体現できることです。  

 では次に、何故 Style を持つことが重要なのでしょう？私なりに考えると、次の２

つの理由からです。まず第一に、楽しいから。Style を探求すればするほど、新たな

課題を見つけられ、Dis の力も身に付きますし、何よりやりたい Dis ができるように

なるので、Dis 自体が楽しくなります。第二に、Dis 界の発展につながるからです。

みんなが Style を追求することは、Table での Dis が活発なものになりますし、また

活発になればなるほど Dis の現状の問題点も見えてきて、Discussion は発展していく

からです。 

 

 今回の会誌は、Discussion 専門委員会内の、第一線を退いた主に 4 年生 Discussant

たちの手記を集めています。この中では、彼らが各々の Style 確立までの道のり、ど

んな Style を持っていたのか、そして、なぜ彼らが Discussion にこだわったか、など

について語っています。 

 

 是非、この会誌をじっくり読んでください。そして、この会誌を読むことで、読者

の皆さんが刺激されることで個性ある Discussant（つまり自らの Style をしっかり持
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ち、Table で実践できる人）になるきっかけになり、ひいては Discussion に魅力を見

出すことを、私たち専門委員、担当執行委員は願って止みません。  

 

 今後の皆さんの飛躍と、これからの Discussion 界の発展を祈ってます。 

 

関東学生英語会連盟 

Discussion 担当執行委員 

愛知 宏紳 
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ググロローーババルルココミミュュニニケケーーシショョンンででききるる？？   

 

慶應義塾大学 4 年 

1996 年度慶應義塾大学英語会 

Discussion Chief 

加野 俊哉 

 

 １：何のために Discussion してるの？ 

 

 現在、全国に何万人もの Discussant が日々活動しているそうだが、上の疑問に明

快なる回答を出来る人がいかほどいようか。Discussion は行きずりの女のように簡単

に扱えるものではなく、本命の女のようにとことんつきあうものだ、とかのニーチェ

は言っている（うそ）。 

 実際、Discussion は女性の心理のように読み難く、深く、かつ移ろいやすいもので

ある。その Discussion に対して魅力を感じていないと、勢いそのことに対する研究意

欲は湧かなくなり、そこから得られる数々の教訓から隔離されてしまう。だからこそ、

私は Discussion を何のためにするのかを人生という長い物差しのレベルから考える

ようにした。私の先輩も同輩も後輩も各人それぞれの理念を持っているが、それはそ

れで批判するべきものではなく、自分にとってもっとも適したものを打ちたてればい

いと考える。以下に自分の考え方を示したい。  

 私は、将来的には、海外で仕事をしたいと大学 1 年の頃から考えていた。それは、

イギリスでの 4 年間の生活で、短いながらも多様なカルチャーに触れられたバックグ

ラウンドがある。ただ、それは単なるあこがれに過ぎない面もあった。英語会に入っ

たにもその延長であったとも言える。きっかけは何であれ、Discussion はもっとも他

人との「言葉のキャッチボールができる活動」と考え挑戦してみることにした。信頼

関係を作るためには Discussion ができることが必要条件だと考えたからだ。  

 しかし、Discussion 活動をしていくうちに自分がいかに他人とコミュニケーション

ができていないかを痛感した。私は元々恥ずかしがりやで人前に立つと赤面するほど

であった。また、人の話を聞かない悪い癖があったのも原因であった。「日本人同士で

さえ、こんなに意思疎通が困難ならば、外国人とはとてもではないができない」と、

まず謙虚な気持ちになって臨んだものだ。Discussion が次第にうまくなり、全体像が

おぼろげながらつかめるようになってきた 2 年生の前半頃に、再び何のためにこの活

動をしているのかを考えた。「自分の持っている知識や考え方を他者に伝え、他者の持

っている知識や考え方を咀嚼し社会の推進する力にしたい。」と確信した。実際、培っ

た技術で人の心を動かしたり、他人から動かされる耳を持つようになったのも事実で

ある。そのレベルまで達し、さらに Discussion に対してやる気を向上させることがで

きた。 
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 最終的に私は Discussion にこだわった理由は大きく捉えると上記の理念である。さ

らに加えれば、第一に、日本の教育だと一方通行の講義しか受けず、○、×だけを求

めることで双方向のコミュニケーションや論理性を養うことができない。だからこそ

この活動には意味がある。第二に、単なるコミュニケーションの道具としてではなく、

それ以上のものを与えてくれるからである。つまり、相手の事を考える力、ピンチを

冷静に切り抜ける力、情報処理の力、本質を見ぬく力、そして信頼関係を打ちたてる

力、である。 

 

 ２：我が愛すべき固有のスタイル  

 

 スタイルの確立、という言葉をよく聞くが、22 年間しか生きていない人間がそう簡

単に確立できるかどうかは甚だ疑問である。だから、極端に言えば一生発展途上なの

がスタイルではないのか。様々なな集団や社会環境によって個人はプレッシャーを受

け、スタイルは変化をしつづける。ただし、不変のコアは持たねばならない。「自我」

につながるからだ。 

 私はいい意味でも悪い意味でも他人とのバランスを取ることに長けたスタイルを持

っていると自己分析する。あえて、他人と衝突してみることで自己を相対化し、そこ

から新たなる教訓を引き出すことが好きだからだろう。だから、ごり押しも嫌いだが、

イエスマンになるのも嫌いなのである。 

 三年間の活動をどのようにスタイルという観点で経てきたのか振り返ってみたい。

強烈に自分をひたすら主張する時代が 1 年目であった。そこで最低限のアウトプット

能力を身につけ、いかに論理的に、効果的にできるかを考え始めたのが 2 年目である。

ここでは思考錯誤の連続であった。私は上学年、同学年（含他大）に個性豊かな

Discussant が多かったことに恵まれた。彼らのやり方をじっくりと観察し、盗み、反

面教師とすることができた。  

 いろんな奴がいた。 

① ひたすら戦略的にひっくり返すことを狙う奴。  

② 心でも自分の論理を通す奴。  

③ あえて反対ばかりする奴  

④ 徹頭徹尾協力的な奴 

⑤ 議論だけしたい奴 

⑥ 意見統合だけしたい奴 

⑦ 弱者をテーブルで置いて行く奴  

⑧ 弱者をすべて面倒見ながら進める奴  

⑨ 地蔵 

⑩ 自分の世界に勝手に酔う奴  

 

 これら、数あるスタイルの中から一部をあげてみたが、善悪、巧拙の判断は任せる
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としてもそれぞれが人間の性質の一部であることにはかわりはない。ということは「将

来的にどんな集団でも、相手でも十分なコミュニケーションをし、信頼関係を打ちた

て、何らかの建設的行動を起こす」ことが目的である自分にとって、どれも重視でき

るスタイルではないと確信するに至ったのである。ここから、自分のスタイルが生ま

れた。 

 

 最後に強調したいことがある。3 年間の実戦で様々な人間と Discussion をし、様々

な対応を自分なりに試し、相手を満足させると同時に自分も満足することを考えつづ

けてきた。しかし、それは現役を引退した後、考え、かつ実践することをやめること

を意味しない。チェアパーソンになっても、一個人として他の立場の学生と会話をす

るときでも念頭に入れるべきことである。 

 私は今年の夏中国へ行って中国人学生と話をする機会に恵まれた。彼は、非常に日

中関係や政治に関心が高く、私はあえて彼と逆のことを言ってみたり、彼の無知を批

判し、日本の現実を教え諭したりした。その反応は驚くほど素直で、また狙い通りで

もあった。彼も、本から読み取ることのできない中国の現状を私に伝え、より客観的

になるべきだと述べた。感じたことのない刺激を受けた。いわば、本音レベルであっ

た。 

 しかし、そのように民族的感情をえぐる寸前の本質的な議論を経た後で、彼は「今

日は楽しかった、日中国民がこのように率直に話し合えることができればいいと思う」

と言った後は、私は本当にうれしかった。 

 Discussion はいつ、いかなる場面で使われるかはわからない。ただ、それに対する

訓練と理念を持っている者にほほえみかけてくれると確信している。  

 

 このような長文に目を通してくれて本当にありがとう。みなさんが、自分なりにこ

の Discussion という活動を利用してくれることを願って止まない。私は、一生この活

動から何らかの形で影響されるでしょう。それでいいのだ。 
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PPOOSSII TTII VVEE  PPOOLL IISS HHEERR   

- style book version - 

慶應義塾大学英語会 小板橋 秀徳 

 

＜ Ⅰ：私の STYLE 確立までの道程＞ 

 自己の Style を確立させるのは Discussant 共通の課題とも言えます。勿論各自の努

力は必要ですが、それよりも周りの環境が Style 確立に大きく影響します。周りの環

境と言うのは、共に取り組む ESS の仲間や他大学の ESS の仲間、情報収集のツール、

時間的制約など様々な要素を含みます。DS に真剣に取り組みたくてもなかなかうま

くいかないという方は、DS の技術を心配する前に環境に目を向けてほしいと思いま

す。私は Style 確立にあたって DS に真剣に取り組む環境にとても恩恵を被りました。

そこで私がどのような環境のもとで Style 確立に至ったかを中心に、慶應義塾大学英

語会で実際に受けた DS の教育について述べてみます。  

 ①一年生の頃 

 最初はマニュアルを渡され、説明を受けてすぐに PD という感じだった。オピニオ

ンは上級生（２年生）から出来上がった形のものを渡され、Opinion Sheet も Word 

Definition も Evidence も Procedure Sheet もすべて手書きで書き写すということか

ら始まった。１００人を超える一年生全員がここからスタートした。５月の下旬にイ

ンナーの大会（Jr. Discussion というのです）があり、頑張った一年生にはプライズ

が与えられるというのでそれもインセンティブが上がった要因かもしれない。また、

時間表が渡され、その大会までに空いている時間を書いて出すようにいわれた。度の

時間にも誰か２年生がついて教育していける体制が整っていたので、一年生といえど

も自己申告で参加しますと書いた時間に欠席しても、遅刻しても結構怒られた。クリ

アファイルも２種類（中と大）買ってくるように言われた。中のほうに手書きにした

オピニオンを整理し、大の方にチャートと称して図やグラフを書いたものを整理した。

わけわからぬまま、形だけは理想に近い状態で Jr. Discussion に臨んだ。やたら金が

かかるし、意見統合力が身につくとかいうレクチャーで聞いた Discussion の意義と実

際にやっていることのリンクが全然見えずに、なんのためにやってるんだかさっぱり

分からない、というのが第一印象だった。 

 夏の２泊３日のキャンプではじめて自分でオピニオンを作り始めた。グループにわ

かれ、各グループには２，３年生がついてしっかり時間を決めてオピニオン作りが行

われた。全然分からないのでどうしても先輩に頼ることになるんだけど、マニュアル

の○○の部分を読んでもう一度考えよう！ばっかりで何も教えてくれなかった。しか

し何時までにどこまでつくりあげるという計画がしっかりできていて、仕上がらなか

った自分は夜寝かせてもらえなかった。でも 2 年生も自分が仕上がるまでとことん付

き合ってくれた。夜中になっても、一切の妥協もなかった。よくわからないのにやた

らきついので、この頃はだんだん心は Drama に傾いていった。 
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 後期に入ると、いくつか大会があり、Drama 活動の合間をぬって参加した。各大会

までにレクチャーや PD をいつどこでやるかという表を先輩が作り、出欠を伝えてで

るといった日には参加した。キャンプであれだけやったのだから、絶対オピニオンプ

レゼンターになれと先輩にいわれ、４つの大会すべてオピニオンプレゼンターを経験

した。Drama がやりたくて、あまり Discussion に力を入れる気が無かったのだけど、

かなり尊敬できる先輩に「おまえは必ず伸びる」とかいわれて半分だまされたつもり

で頑張ってみた。だんだんテーブルを自分で進めていけるようにはなった。でも形式

ばっていて、型にはめているだけという感じだった。本当の良さに気付くのはまだま

だ先の話だった。 

 ②２年生の頃 

 前期は消極的で、５月の東京遠征という大きな意義のある大会には参加しなかった。

しばらく DS から離れていたが、１０月の関西遠征には参加することにした。８月か

ら準備が始まったが、人生で一番過酷な２ヶ月だった。マジで死ぬかと思った。学年

ごとに意義があり、３年生は２年生と距離をおくやりかただったのですべて２年生同

士で死ぬ気で考えていくしかなかった。３年生から課せられた主なものは次の通り。 

１：最終目標と９回ある３年生との PD のそれぞれにおける目標 

２：全体課題（２年生全員で考えるもの。Reason になるうる Reason とは何か、など） 

３：個別課題（随時個人的に課されるもの）  

４：２年生同士の PD の報告 

＊３年生との PD の流れは主に次の通り。 

１st：目標詰め－全体目標、その日の目標をもとに担当の３年生に提示し、不十分な

ところを厳しく指摘される。 

２nd：実際の PD 

３rd：個別反省－自分の立てた目標に対して、不十分な部分には改善策を考えていく。 

４th：全体コメント－その日の PD に関して極めて厳しいコメントをもらう。机の裏

側の金属が振動するくらいの猛烈な Scolding の嵐。３年生との PD でもっとも恐ろし

いひととき。 

５th：個別コメント－その日に担当した３年生から個別にコメントをもらう。ここで

足りない部分は個別課題として次回までに仕上げなくてはならない。 

 このような教育を受けた。DS に関しては厳しいことこのうえないが、後で分かっ

たことだけど実は２年生はとても大切にされていた。自分たち２年生が DS のプレパ

レーションや課題で四苦八苦している間に、３年生は２年生の挙げた目標をなんとし

ても達成させることに全力を傾けていた。振り返ってみると、DS を何のためにやる

のかという目標は押し付けられたものではなく、自分で考え出したものであった。そ

れが自分なりの DS をやる意味であり、自己の Style を創りあげていく指針になるも

のであった。 

 関西遠征が修了すると、３年生は後はまかせたぞみたいなことをいって初めての笑

顔を見せながら去っていき、結局何も教えてもらわないまま教育は２年生がすべて行
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うことになった。このようなかたちで、上級生からの教育はすべて終了した。 

 

＜ Ⅱ：STYLE の実践 ―関西遠征回想録―＞ 

 そもそも Style とは何だろうか。いろいろな意見があっていいと思うけど、私は自

分なりの DS観であると思う。Tableに臨む間だけでなく、Tableに臨む以前に何をし、

Table はどういう形で進め、Table が終了した後にはどういう状態であるべきかとい

う観念であると思う。これは一度考えたらそれ以降その観念に固執すると言うのでは

なく、改善を重ね、考えつづけるべきものであるとも思う。今となっては、Table に

臨む以前には議題の緊急性、重要性、最終帰結に向けての位置付けを捉えた上で自分

のスタンスを固め、Table においては全員の意見を引き出し、行動に移れる形をした

結論を得られるように進め、Table が終了した後には実際の行動と試行錯誤を通じて

の反省、といった観念を Style として心に抱いているが、これも今後社会にでていっ

て少しづつ変わっていくだろう。  

 では果たして２年生のときは何を考えていたかというと、実はよく覚えていない。

恐らく Table の前には目標を持ち、Table 中は目標の達成を目指し、Table 後には反

省をする、位のことしか考えていなかったような気がする。しかし自分として Style

の確立の大きな指針となった、もっとも印象に残る Table は２年生の時の関西遠征な

ので、何かの参考になることを期待しつつここで紹介してみたいと思う。  

 

 Title: What policy should the Japanese Government adopt concerning labor 

issues? 

 まず Narrowing から。アイス・ブレーカーとして最初から自分で進めていった。

Purpose の定義は what we must achieve とし、contents は to answer the question of 

the title とした。問題なのが Strategy であるわけだが、①Object include us ②what 

we can apply for our future の２つを何とか Consensus として、opinion presenter

となった。ここまで約２０分位だった。 

Narrowing 

（１）Necessity of purpose 

 We need a mutual purpose because we can get some mutual merit if we 

achieve the purpose. That’s the uniqueness of today ’s gathering. 

 Do you have objections? 

（２）Definition of purpose 

 Definition of purpose is what we must achieve. Because we should think 

much of the achievement of the purpose rather than the process to achieve it. The 

achievement can give us some mutual merit. 

 *mutual merit --- what we can apply our future as an action 

 Do you have objections? 

（３）Concrete contents of purpose 
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 Concrete contents of purpose is to answer the question of the title. I’d like 

to explain 2 words, that are the title and to answer. 

 Firstly, the title is < what policy should the Japanese Government adopt 

concerning military issues? > And the policy means the decision by the Japanese 

Government. There are 2 kinds of the decision. 

 1st case is to improve the present situation by taking plan. 

 2nd case is to keep the present situation by not taking plan. 

 If advantage is greater than disadvantage (AD>DA), we should choose 1st 

case, and if disadvantage is equal to advantage (AD=DA), or disadvantage is 

greater than advantage (AD<DA), we should choose 2nd case. Do you have 

objections? 

 Secondly, to answer means to adopt the policy. Do you have objections? 

 Now, we already set a purpose. So next, let ’s decide the procedure to 

achieve the purpose. I’d like to suggest 4 steps. 

 1st step is to decide 1st opinion presenter. 

 2nd step is to examine the opinion. 

 3rd step is to compare the advantage with the disadvantage. 

 4th step is to make a conclusion. 

 If all participants can agree with the procudure, I ’d like to explain how to 

decide 1st opinion presenter. There are 3 steps. 

(1) Raise a hand who have a will to be a 1st opinion presenter. 

(2) Decide judging criteria who should be a 1 st opinion presenter 

*to decide judging criteria, the participants who have a will to be a 1 st 

opinion presenter should present the following 3 things. 

① judging criteria ② reason ③ the way to decide 

(3) Choose a 1st opinion presenter according to the criteria. 

< My case > 

① Difficulty for getting jobs 

② As we build a consensus, purpose is what we must achieve, and achievement 

gives us unique merit, that means, what we can apply for our future. So, the 

objects should include us and it’s strong relation to achieve the purpose. 

③ to show the students’ case 

 

 次に ASQ に入っていったが、私はチャートを多用した。Definition にも文字チャ

ートを使った。一目見てスペルも意味も取れるので時間短縮にはなったと思う。ASQ

は６０分で終わらせる予定で進めた。しかし突っ込まれたのが Seriousness で、かな

り揉めた。ここで一人一人意見を引き出そうとしたが、そもそも feeling ってなんだ？

という point や何をもって discriminate の feeling と見るかという質問に悩んだ。結
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局反実仮想を用いて切りぬけたが、Comparison のところで再び突っ込まれることと

なった。その他は特に反対されることなく ASQ を終えた。ここまで合計で約２時間

くらいかかった。 

 

< ASQ > 

Cause) The amendment of the Act isn ’s enough. 

|--- Reasoning) Because the amendment of the Act isn ’t enough, girl students are 

treated differently. 

Problem) Girl students are treated differently. 

|--- Reasoning) Different treatment causes the feeling of discrimination.  

Harm) Girl students feel to be discriminated. 

 Seriousness: Quality) feeling 

       Quantity) 213,000 

 

 Plan で突っ込まれたのが、罰則規定をいかにして規定するかという point だった。

どうやって違反を見つけ、どうやって対処したらよいのかというところで色々意見が

でた。 

< PLAN> 

Direction) The Japanese Government should make the amendment of the Act 

enough. 

Mandate) ① the Japanese Government should prescribe penal regulation about 

the amendment. 

   ② This plan should be carried out as soon as possible. 

Administration) Ministry of Labor 

Finance) 0 yen 

 

 Solvency では PMA っぽいのを出されてかなりあせった。Plan はいいんだけど根本

的なところが改善できないんじゃないのとか言われて、よく覚えてないけど最後は同

じ理由を何度も繰り返しちゃった気がする。ここまで合計で約３時間くらいだと思う。 

 

< Solvency> 

Implementation 

|--- Reasoning) By taking the plan, the amendment is observed completely.  

Step1) The amendment of the Act will be enough. 

|--- Reasoning) Because the amendment of the Act isn ’t enough, girl students are 

|              treated differently. 

Problem) Girl students won ’t be treated differently. 

|--- Reasoning) Different treatment causes the feeling of discrimination.  
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Harm) Girl students won ’t feel to be discriminated. 

 Significance : Quality) feeling 

        Quantity) 213,000 

 

 最後に Comparison であるが、残りが３０分しかなかったので自分で DA を出して

その DA のみを扱おうという Suggestion を出した記憶がある。確か反対されたが、

Narrowing で purpose は must achieve という Consensus をとっておいたのでそれを

理由に自分の DA より大きい Impact があるもののに出すことにして通した。結局

AD>DA の Consensus が得られて Policy Adopt の Conclusion を導いて終了したが、

どういう議論がおきたかは夢中だったのでよく覚えていない。ここでも一人一人意見

を出してもらったが、３年生の一人が根本的な改善には至らないにせよ確実な前進の

第１歩のうちの１つではあるとかいう意見を出して納得してくれたのが大きかった。  

< Disadvantage> 

Implementation 

|--- Reasoning) By taking the plan, girl students can get the opportunity to get a 

job. 

Step1) The number of women workers will increase. 

|--- Reasoning) Women quit their work sooner than men. 

Disadvantage) The number of total workers will decrease. 

 Impact : Quality) depression 

   Quantity) Japanese people 

 

以上が大まかな流れです。私は今まで DS に取り組んできて自分で最初から進めて

自分が Opinion presenter になり、Policy Adopt の Conclusion を導いて終了させた

のはこの一度だけです。初めて達成できたこの感動は今でも忘れることはありません。

そして３年生に上がってからの方向性の指針になっていきました。  

 

 

＜ Ⅲ：Discussion の醍醐味とは＞ 

 Discussion を普段の生活にどのように活かしていけるのかというのをよく聞きま

す。Discussion を続けることによりどうなれるのかというと、  

 

主体的に生きていける 

ようになると思う。つまり毎日を、人生を自分から楽しんで過ごせるようになれる。

やりたいことをどんどんできるようになれる。やりたいことのレベルも上がるし、楽

しみもより高度な、勝ちのある密度の高いものになっていく。これは今後の自分につ

まらないことがなくなるとかもう辛い挫折が無くなるとかいうことじゃなくて、喜怒
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哀楽の‘喜’や‘楽’のプラスの方面をどんどん大きく、濃いものにしていけるとい

うことです。どうせ生きてるならおもいっきり楽しんでいたいでしょ。これが私の考

える DS の最大のメリットだと思います。 

 DS とどう関係してるかっていうと、「考える」「意見をもち、表現する」「意見の統

合」という DS の要素と関わっています。DS は「考える」訓練を沢山積むので、な

にやるにしても一番楽しい形を考えられるわけです。また「意見をもち、表現する」

訓練を積むことにより、自分の意思を他人に伝えられるようになります。すると、自

分一人の時間を楽しめるだけでなく、友達といるときも自分の楽しみを犠牲にしなく

てすむわけです。そりゃいつもいつも犠牲にせずにすむわけじゃないけど、その可能

性はグーンとアップします。  

 そして「意見統合」が PDD のユニークネスです。他人の意見と自分の意見をまと

めて１つの結論をつくる訓練ができるの PDD だけです。その際、自分の意思を反映

させられれば、常に自分の楽しみ、やりたいことを犠牲にしなくてすむわけです。一

人の時間、みんなとの時間、どちらもこのうえなく充実させられるようになりますよ。

そのためには「考える」「意見をもち、表現する」「意見の統合」という一連の訓練が

必要だけど、DS はそれらを鍛える絶好の活動だと思います。  

 

 

 

 

文責：1997 年度 関東学生英語会連盟 Discussion 専門委員 

小板橋 秀徳 （KESS-4） 
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議議論論のの空空間間   

慶應義塾大学 4 年 小澤謙（おざけん） 

 

１．スタイルに関して思うこと 

 今回はディスカッションのスタイルについて書かなくちゃいけないんですけど一年

生の人とかにはピンとこないですよね。僕も一年生の頃「ディスカッションって要は

話し合いなわけでしょ。なんでスタイルなんてものがあるの？」って思いました。４

年になってその問いに立ちかえることが多いんですよ。２，３年の頃は「俺は ASQ

では事実の確認をして・・・」とか「コンパリでは基準を・・・」とかスキル的なこ

とに重きを置いていた気がします。でもある時「これって ESS のディスカッションに

縛られているな」って思ったんです。フォーマット（の進め方）にこだわることはな

いなって思ったんです。ゼミでもディスカッションするし、なんとかフォーラムとか

に言ってもディスカッションってありますよね。よく「現役の頃は・・・」という引

退身分なことを言う人がいますが自分はまだまだ現役だと認識しています。というの

もディスカッションは別に ESS だけでやってるものではないし一生を通じて話し合

うの機会がある以上、一生現役ということが言えます。だから自分のスタイルなんて

個人のアイデンティティと同じように、確立したと思ったらまた崩され、「これ！」と

思ったら実ははかない幻だったみたいなことっていくらでもあると思います。  

 誤解してほしくないのですが別に Problem Solving Format が嫌いなわけではあり

ませんし、議論の進め方について考えることはとても価値のあることです。大切なの

はフォーマットの上で議論をどう進めるのではなく、どうしてそう進めたのかという

「考え方」だと思います。 

 ということでここでは ASQ ではどうするとか Plan ではどうするといったことは書

きません。ここでは自分がディスカッションの中で気をつけていること、一番学んだ

ことについて書こうと思っています。正直それがスタイルと呼べるかわかりませんが

自分が大切にしているものですので一つの考えとして読んでみてください。  

 

２．ディスカッション空間論 

 僕がディスカッションの中で気をつけていることはそこにある空間です。空間と言

うと難しい感じですが“雰囲気”と捉えてもらって構いません。例えば教会に行った

とき、ステンドグラスから指しこんでくる様々な色の光、聖母の彫像、静かに祈る人々、

そのような状況に囲まれて敬虔な気持ちになりませんか？ならないとしても大声を出

せるような感じじゃないですよね。また面接で６０歳くらいのおっさんに囲まれたと

きは緊張しますよね。さらに夕焼けの海を二人で見ているというシチュエーション（そ

んなおいしいのないよね）など。空間はそのような要素 1 つ１つで変わります。光、

温度、湿度、風、人、その人の位置、などの空間を作る要素を人間は自分の感覚器を

通して感じているのです。 
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 ディスカッションでも同じことが言えます。例えばディスカッションで地蔵ってる

ひとは寡黙な人なのでしょうか？そうではないですよね。むしろいつもうるさいくら

いべちゃくちゃ喋る人が多いくらいですよね。つまり何が言えるかというとディスカ

ッションで喋れない人は周りの環境で喋れなくなっている場合もあるということです。

緊張からか英語力の自信のなさからか、またテーブルでやたら一人で喋っている人が

いるとか、様々な要因が考えられます。僕はなるべくなら緊張やテーブルでしゃべり

まくってる人のせいで喋れない人が出るという状況を回避したいと考えてます。また、

もしその人がずっと喋らないと「○○くんは喋らないんだ」という空気が支配して後々

なんか喋れなくなってしまったということもあります。つまり自分の意志ではどうに

もならないこともあるということです。僕はなるべくならそこにいる人が自分に対し

て“先輩後輩”という壁や緊張という壁ｗ持っているならばそれを取り払って行ける

人間でありたいと考えています。つまり空間を変える、風向きを変えられる人間であ

りたいと考えています。 

 

３．なぜそれを気にするようになったのか 

 正直言ってそんなことを意識しないでやっている人間（いわゆるムードメーカー）

はいくらでもいます。しかし自分はそれがなかなかできない人間でそういう人にあこ

がれます。僕はディスカッションで「表情が硬い」とか「笑顔が足りない」とネーム

カードに書かれたことがあります。最初は「そんなことはディスカッションに関係な

いじゃん」と思いました。しかし後から自分がディスカッションに求めているのは説

得力というより人とのコミュニケーションする力だということに気付きました。言葉

や言っている中身がいくら正しくても人は聞いてくれない、無駄な摩擦でコミュニケ

ーションが阻害されるのはとてももったいないと感じました。これをスタイルと呼ぶ

には違うかもしれませんがディスカッションでうまくコミュニケーションができなく

ていやな思いをしている人が聞いていると結構多いので僕はこういうことを重視して

います。 

 

４．実際どうなのか 

 いつもディスカッションを始めるとき「さて、そろそろ始めますよ」というとシー

ンとしますよね。ああいうのはなんか緊張します。なるべくなら日常会話の延長線上

にディスカッションを持ってきていつも喋ってるペースでディスカッションをしたい

と思っています。そのためにはどうするのでしょう。もう、かなり小さいことです。

１つは声を大きくすること。人とコミュニケーションするのに相手の声がはっきり聞

こえることが大事です。眠気も吹っ飛びます。緊張感（緊張して話せないとは違う）

も続きます。テーブルが元気になって１０人で囲んでも一体感が得られます。２つ目

はアイコンタクトをすることです。相手も目を見て話すというのが大切です。どうし

てもディクテーションをとっている関係で下を向きがちなのですがいつも通り目を見

て話しましょう。なんかよくわからない第３者に話していたり、原稿を読んでいたり
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すると聞いてる人は少ないです。３つ目にスマイルです。笑顔は大事です。へらへら

するのとは違います。締めるときに締めてあとは笑顔。４つ目に相手への反応です。

これも簡単普通に話しているときに「はあはあ、なるほど」ってやるその程度のこと

です。しかしディスカッションの中でやればテーブルにコンスタントに参加している

ようになり、次に自分が喋っても自然な流れができます。ずっと黙っていて急にぱっ

と口を開くのはなかなか勇気がいることです。５つ目にディスカッションの始まるま

えです。みんなテーブルでプレパレーションを黙々とするのも寂しいですよね。いろ

いろ交流して話しやすい雰囲気を作っておけばディスカッションに突入したときも楽

に話せます。 

 以上書いてみましたが非常に些細で最低限気をつけることのようになってしまいま

した。しかしこのような些細なことが結構影響してくるものです。後はテーブルの中

で好きに話して行くだけで十分かななんて思ってます。  
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私私のの DDii sscc uussss iioo nn   

慶應義塾大学 4 年 

矢 野 晋 也 

 

はじめに －なぜ Style を考えるようになったのか？－ 

 ２年生までの渡しは、上級生から教わった Discussion（インナーでは Keio Style

と呼ばれているもの）を忠実に実践するだけの Discussant でしかなかった。それが

どのようなものが簡単に言うと、Narrowing で Strategy をはって自ら Opinion 

Presenter になり、常に Table を仕切って、自分の意見を 100％通した結論を導くと

いうものであった。後から実はそれが誤解だとわかったが、当時の私はそう思ってい

たのである。 

 そのような誤解の下で Discussion を続けていた私だったが、２年生の後期に「Keio 

Style!?」をほぼ実践できるようになり、その後しばらくするとある１つの疑問にぶち

当たった。それは、自分の Table の人があまり楽しそうにしていないということだっ

た。Discussion 中に居眠りをする人がいたり、Name Card に「しゃべりすぎです！！」

と書かれるようになってしまったのである。「なぜだ？。自分はみんなに感動されるよ

うな Discussant を目指していたはずなのに、こんなはずではなかった！！。」という

思いが起こったのである。私は、この葛藤から自己の Style というものを考え始める

ようになった。 

 

私の考えた Style 

 自分はどのような Style を目指すべきか？私の究極の目標は「感動される

Discussant」であることにかわりはない。それでは、何が間違っていたのか。その手

段としての Style である。以前の私は、自分がすごいということを見せ付けることに

よって、「感動される Discussant」になろうとしていた。しかし、この方法ではかえ

って周りからの反感を買ってしまうことに気がついたのである。  

 そこで、わたしは「みんなを楽しませる Discussion」をすることによって、この目

標を達成できるという結論に至った。みんなを楽しませるとは？、「参加者全員の意見

を引き出し、それらすべてを活かした結論を導き出す」、そういった状況を自分の力で

作り出すことである。そのためにはどうするべきか？第一に Opinion Presenter に大

しては、たとえ Opinion が不十分であったとしても、決して潰さない。Opi-pre が本

当に主張したい部分はどこなのか、それを Examine のなかで発見し、その部分が生

きるように Opinion の内容及び Procedure を変えていく。どんな Opinion にも、作

者の思いというものが込められているはずなので、それを活かすことが Opi-pre の意

志を尊重することだと考えたのである。第二に自分以外の Examiner に対しては、す

べての人の意見を引き出すことである。この場合、自分が何もしなくても勝手に発言

してくれる人の場合は簡単である。その人が何か言ってきたら要点を Confirmation
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し、Opi-pre の意見と統合する Suggestion を打てばいいのである。問題は、あまり発

言してくれない人、つまり「地蔵っている人」の意見を引き出す方法である。まず１

つの方法としては、Seriousness・DA・Comparison など意見の出しやすい場所でど

んどん話を振ることである。しかし、これでは不十分だ。話を振っても何も話さない

人は多い。そこで考えた第二の方法は、話させる Strategy をはることである。Strategy

といってもいたって簡単。話の種を多く蒔くことである。Problem で Seriousness に

関わる Question をしたり、Cause で DA につながる Question をしたりして、後から

議論を出す布石を打っておく。そうすると、その Question によって DA などを思い

ついた人が後から発言してくれるということである。何も違憲を言わない人は、自分

の意見を持っていないことが多い。それならば自分の意見を持つようにこっちから仕

向ければ良いと考えたのである。そして、最後に付け加えることとしては、議論が盛

り上がるのは Comparison や Another Plan など Discussion 後半が多い。ASQ で終

わっては話にならない。だから、自分の中で議論に時間をかける部分、時間をかける

必要のない部分を見極め、必ず時間内で結論を出せるようにもっていくことである。  

 

最後に 

 私は、ここで実際にテーブルでどのように実践したかということは書かない。なぜ

なら、この自分が考えた Style をまともに実践できたことは一度もなく、引退を迎え

てしまったからである。その意味では私の Discussion は非常に中途半端だったのかも

しれない。しかし、私はこの「考える」作業自体が Discussion において、とても重要

だと思っている。 

 なぜ自己の Style を考えるべきなのか。人それぞれ意義も違うと思う。また、たと

え Style を考えなくても、Discussion を続けていれば英語力や Presentation 能力が

みにつき、十分意義深いかもしれない。しかし、私は Style を考えることによって

Discussion 活動というものが自分にとってもっともっと魅力的になると思う。それは

広い意味でいう「考える力」、つまり自分の中で常にベストのものを追求し、それに

向かって努力するする力が生まれてくるからである。  
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孤孤高高のの DDii sscc uussssaanntt   

 

‘９７KUEL Discussion 専門委員 

‘９６J.I.D.M.会長 

法政大学 4 年 

斎藤 純寛 

 

（１） Discussion に対する私の考え 

 私のスタイルとは、セオリーを超えた Discussion をすることでした。現実の企画立

案において、単一の現状分析では分析が不十分であるし、１つの企画に対して AD と

DA まで検証して、その後それらを比較検討して結論をだすことは稀であるし、AD と

DA を比較しその企画が通ったとしても普通リスクのあるものをそのままにして実行

することなどありえないというのが私の考えです。実際においてはある問題に対し、

複数の因果関係が存在し、そのうち一つを解決したとしてもすべては解決できない。

そして解決策も１つだけでなく複数存在するはずで、その中で一番良いものを解決策

として採択するものです。またすべての AD と DA を予測することは不可能ですし、

実際には複数ある選択肢の中で自分たちの中にある基準に一番満足する解決案を選択

するし、そして予測されるリスクを放置したまま AD と DA を比較し結論を出さず、

リスクを回避するための手段を打った上で結論を出すものだと思います。その意味で

AD と DA のコンパリソンは私にとってこだわりはなく、意味あるものではありませ

んでした。私の考える最高の Discussion とは、より Better な結論を出すこと、より

よい Plan を採択することです。そのためには既存のセオリーでは対応できず、必然

的にセオリーを超えた Discussion を必要としたのでした。 

 ここでタイトルの解釈に少し触れておきます。What policy--? とある中で普通

Policy だけを定義し、その定義も Plan を採択するかどうかの決定としていますが、

私の場合は What も含めて Policy を解釈していました。“どのような政策を”という

ことで、政策を採ることが前提でその中で一番良いものを取るというのが私の解釈で

す。 

 

（２）私が考える Discussion の実践 

 自分の考える Dis を行うために、私は最低メジャーになりそうなオピニオンをすべ

てリサーチし、普通に考えられる ASQ と Plan をつくり、自分なりに分析しなおし、

相手を上回る Plan を２、３個作成しました。そして引き出しをたくさん用意し、パ

ンツのレベル、時間、自分のやる気に対応してその時々にあった Dis をしました。ま

た土曜日、日曜日と大会があるときは二日続けて同じ Discussion はしたくなかったの

で、ストラテジーは二つ以上用意しておきました。リサーチ、プレパの量だけは誰に

も負けないという自信はありました。  
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 例えば今日は相手のオピニオンを潰してみんなでプランを作れるようにしよう、プ

ラン同士のコンパリをしよう等大きなものやその日の流れに対応するストラテジーを

用意しました。自分の英語力不足、能力不足でできないことも多々ありましたが。  

 

（３）私が Discussion をやった理由 

 私は Discussion は、現実の社会にもっとも近い活動ではないかと思ったからです。

そして私の自己実現の手段として将来役に立つのではないかと考えていました。特に

ビジネスにおいての交渉、企画会議など。 

 しかし最近思うには、よき友、良き先輩にめぐり合うことができたのが私に

Discussion をやらせた理由ではないかと、大会に出ればみんなに会えて、いろいろな

ことが学べたからです。結構寂しがりやなんですね、私は。  

 

 今までこのようなことを書いてきましたが、いまだ Discussion のあるべき姿理想の

スタイルはわかりません。個々人が Discussion 活動に何を求めているのかで変わって

きます。しかしセオリーはあくまで基礎であって、絶対ではありません。しかし基礎

がしっかりしていなければどんな立派な外装の家でも倒れてしまいます。  
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オオピピニニオオンンメメーーカカーーへへののここだだわわりり   

慶應義塾大学 4 年 溝口誠 

 

初めに 

 私がディスカッションをやる際に心がけていたのは自分自身そしてテーブルの人全

員が納得いくような結論を出すということでした。それを実践するために、私はどの

ような状況においても常にオピニオンメーカーでありつづけました。実際、現役を引

退してからチェアパーソンとしていろいろな大会に参加しましたがその際もチェアパ

ーソンというよりはむしろオピニオンメーカーとして行動してきました。  

 今回は 

i) 私がこだわったオピニオンメーカーとは 

ii) 私はなぜオピニオンメーカーにこだわったのか  

iii) オピニオンメーカーでありつづけるために私がやってきたこと  

の３点にわけで発表したいと思います。 

 

i)オピニオンメーカーとは 

 オピニオンメーカーと言われてみなさんが真っ先に連想するのはテーブルで自らの

オピニオンを発表する人、つまりオピニオンプレゼンターだと思います。ただちょっ

と考えてみてください。オピニオンという叩き台を持ってきてそれを発表するだけで

オピニオンをメークしたといえるのでしょうか？私の考えではただオピニオンを持っ

てきて発表しただけではオピニオンプレゼンターではあってもオピニオンメーカーで

はありません。これに対し P-S Format1のオピニオン発表はしませんが、自らの意見

を要所要所で述べ、かつ論点を整理し、みんなの意見をまとめることにより

Participants 全員が納得するようなオピニオンをテーブルの中で作り上げることに後

見している人はオピニオンプレゼンターではありませんがオピニオンメーカーである

といえます。つまりオピニオンメーカーとは全員が納得したテーブルのコンセンサス

としてオピニオンをテーブルの中で作り上げて行く人なのです。それのためには  

１） プレパレーションを十分にやっていること 

２） テーブルの Purpose と Procedure を明確にすることにより全員が一番目的を

達成しやすい基盤を作れる人  

３） オピニオンの曖昧な点、良い点、悪い点を明確に出来る人  

４） みんなに自分の意見を的確に伝えることが出来、かつみんなの意見をひきだす

ことができること 

５） みんなの意見をまとめること  

といった能力が必要です。これらの能力を備え Narrowing、Examine、Comparison

                                                 
1 Problem Solving Format 
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を通して常にテーブルを Lead し全員が議論の内容を理解した上で全員が納得できる

結論を出せる人、それが私の目指したオピニオンメーカーです。  

 

ii)私がオピニオンメーカーを目指した理由 

 私がオピニオンメーカーを目指したのは 

１） ディスカッションの本質を私なりに考えた結果、もっとも理想的なディスカッ

ションはオピニオンメーカーであるという結論に達した 

２） 私自身が思い描く理想の人間像に一致していた  

という２つの理由によります。  

１） は２年生から３年生になる際、先輩方から教えられたことをすべて疑って見

ることからはじめ、こういう結論に達しました。たとえば Narrowing はな

ぜ必要なのか、なぜ CCF、NLC なんてしないといけないのか、なぜオピニ

オンはあんなフォーマットで発表するのか、といった感じで先輩たちに教え

られたことをすべて疑ってみました。その結果私の中で理想であり、かつ先

輩方が私たちに目指してほしかったディスカッサントはオピニオンメーカ

ーであるという結論に達したのです。  

２） はディスカッションを通して私の理想の人間像を考えたとき、意見を言うだ

けの無責任な人間ではいけない、でもただ意見をまとめるだけではつまらな

い、その両方を兼ね備えた人間になりたい、それを実践できるのがオピニオ

ンメーカーだと思ったことから始まりました。これらが私がオピニオンメー

カーを目指した理由です。 

 

iii)オピニオンメーカーであるために私がやってきたこと 

 当たり前のことを徹底的にやってきました。特にデータ集め、Q-A シートの作成、

他人のオピニオンの Q シートの作成は念入りにやりました。意見をまとめたり人のオ

ピニオンの不明確な点等を見出す力は結局の所上記の３つのプレパを一生懸命継続す

ることで身に付いてきたようなきがします。  

 

さいごに 

 上に書いてきたことからもわかるように私はディスカッションの中だけでなく、今

後の人生においても一生オピニオンメーカーでありたいと思っている人間です。それ

だけに今チェアパーソンをやっていてオピニオンメーカーになろうとする人が少ない

のが残念でなりません。ディスカッションを本当に楽しみたい人、そしてディスカッ

ションを通じて成長していきたい人、まずは自分がなぜディスカッションをやってい

るのか考えてみてください。その結果、オピニオンメーカーになろうとする人が増え

てくれることを願って止みません。でも、何か違うなって思った人はそれで構いませ

ん。それも１つのディスカッションのスタイル、そして価値観ですから。  
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「「ススタタイイルル」」とと呼呼ばばれれるるももののにに関関すするる一一考考察察   

 

 「自己の DS スタイルを追求する」というと何やら格好いい感じがするが、何のこ

とはない、それは即ち DS の Practice を実行しているだけのことである。  

 

 ASQ の重視だとか、Plan 重視だとか、それは結果論だ。Opinion を作ってみたら、

たまたま ASQ あるいは Plan に時間がかかるような形式になってしまった、と言う人

が大多数であろう。議論重視だとか、進行重視だとか、それもただ Opinion が整理で

きていなくて Confusion が起こりまくる、あるいはあまりにも情報が不足しているた

めに進行させるしかない、とかいうことではないのか。  

 

 そのような現状を踏まえ、２点  

① スタイル云々の前に、プレパを行うように。DS のプレパはろくにしないのに

「～さんはどういうスタイルでー。自分のスタイルはー」なんて説いている輩

が多いこと多いこと。実践の伴わないスタイルについての議論ほど不毛で、聞

いてて虫酸が走るものはない。  

② スタイルがただの結果論ではないか、常に考えつづけること。もしそうだとし

たら、スタイルは自分の DS の幅を狭め、向上を削ぐものであるに違いない。

いつもなんとなんとなくしている DS をベスト、そして自己のスタイルだと自

己満足しているような輩の DS に未来はない。 

 

 そう考えると、自分のスタイルはああだこうだなどと言う前に、上記２点、留意し

てほしい。 

 

吉岡 良 

（KESS-4） 
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ＴＴａａｋｋａａ的的私私的的 DDii sscc uussss ii oonn 論論   ＶＶｏｏｌｌ３３＆＆４４   

 

東京大学（４）／UT（４） 

９５年度 Dis Chief 

９６年度 KUEL Dis 実行委員 

 

太田貴之 （「たか」のほうがいいか？） 

 

Introduction 

 UT のたか（４）です。タイトルがいきなり Vol３＆４になっているものですから驚

く人が多いかと思います。実は、昨年度の実行委員会誌に、Vol１＆２が載っています。

今回はその続きという形式にしたため、３＆４となりました。参考までに、  

・ Vol１は“ValueDis のすすめ” 

・ Vol２は“Narrowing のすすめ”でした 

 今回はスタイルについての執筆依頼がきたのですが、私なりにスタイルとは何かを

考えてみたところ、個人の好む、もしくは得意とする Dis のやり方ではないかという

結論に達しました。まあ、一言で言うなら、個人のディス観、ディス理論に相当する

のではないかと思います。詳しい定義などについては私の友人でもある黒田（UT4）

が書いてくれるようなので、私の方では話を展開させることはやめておきます。  

 

 という背景で、私なりの Dis 理論の紹介という形式で執筆してみることにします。

今回は、主に現役の上級者用に、Format と Dis の本質に関して、Vol３。と、引退し

てからも Dis 界に関わる人用もしくは、上級生となる人用に Reflection についての

Vol４との、二部執筆します。 

 

 まあ、Reflection の度にも言っていることですが、Dis には絶対に正しいというも

のはないので、こう言った冊子に載っていることは鵜呑みにせず１つの参考として試

してほしいものです。いろいろと聞いたこと、自分で気付いたことを試行錯誤してい

くうちに自分なりの Dis 観、Dis 理論というものが確立されていくのではないでしょ

うか？ 

 では・・・ 

 

Taka 的私的 Discussion 論 Vol３ 

 ― Plan から始める Format のすすめ ― 

 

 昨年度の実行委員会誌に載っている Vol２、Narrowing のすすめを読んだ人や、私

の Table にいた人はわかるかもしれないですが、私は Plan 重視の Discussant です。
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そのために徹底的に布石などを打って、Plan で Dis を行う流れを作り、意味のある（先

でいかに使えるか）Q をうつというものが自分の理想ではあります。その結果として、

Narrow にまでも多少違いが生まれています。ところが私の理想とは逆に、この Dis

界には、Plan であまりしゃべったことのない人が多いように思います。ましてや、

Comparison に至っては、やったこともない、やったとしても数分で終わっている人

もいます。どうしてそうなるのでしょうか？  

 

 昨年度より数十 Table もの Chairperson をしてきて気付いたのですが、最近 Dis の

本質を大きく取り違えている人が多いと思われます。現状分析がなぜ必要なのか、ま

た、何がわかったのか、ということをよく知らないまま、ただ事実の確認のみ続けて

いる Dis がいかに多いことか。PolicyDis の本質は、過去に何が起こったかを確かめ

ることではなく、将来的に何が変わるかを考える、Plan の Simulation なのです。つ

まり、何も手をかけないならば将来確実に起こるであろう Problem に対して、今から

何らかの策を取っていくならば、未来は良くなるかもしれませんね、というもののは

ずなのです。簡単に言うと、Plan をとったときととらないときの未来を対応・比較す

ることが PDD の本質なのです。そんなことあまり考えもせず、上から教えられたこ

とを鵜呑みにしてしまい、Format を理解して使うのではなく、Format に振り回され

ている人が多くなっています。  

 

 実際、わかっていない勘違いの典型的なものとして、ASQ において、PKO でなく

なった人の名前を聞いたり、昔の人数に固執しすぎる、というものが上げられます。

まあ、前者はともかくとして、なぜ後者が問題か分かるでしょうか？  

 ASQ とは、過去の事象を用いることによって、将来を推測することだと言うことを

忘れては Dis になりません。つまり、過去に何があったか、ということも確かに大切

なのですが、一番大切なのは、その過去の事象が未来を推測するのに充分かどうかと

いうことです。では具体的にどうするかというと、過去の PKO でなにがあったかで

はなく、Plan として扱う対象に即しているかどうか、条件を対応させて調べることが

大切なのです。この対応させる、ということが全く欠如していることが多いのではな

いかと思います。 

 

 では、具体的にどうすればいいのか、と言う話になりますが、対応策として、１つ

には、現在のやり方に即しつつ、自分の発現が意味のあるものかどうか、他人の発言

が意味のあるもかどうか気をつけていくことがあります。まあ、俗に言う、先を見た

Dis をしていくわけです。また、もう１つの方法があります。タイトルにもあるよう

に、Plan を重視したスタイルを新しく考えていけばいいのです。  

 

 結構本題にはいるまでに引っ張ってしまいましたが、これから、私なりの求める理

想の PDD、ひいては、現役用の（参加者としての）スタイルの説明に移らせてもらい
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ます。 

 

 さて、実際どうやって、Plan と対応した Dis を作るか、ということですが、簡単に

まとめると、Plan から始めてしまえばいいのです。たいていは、ASQ が終わってか

らはじめて Plan の話にはいるわけですが、私のやり方は、Plan の説明をしてから、

ASQ にはいる、もしくは ASQ は独立させずに Plan の検証と同時にやっていくわけ

です。 

 

 もう少し詳しく追っていく事にしましょう。  

 まあ、常にやってほしいことでもあるのですが、はじめに Plan の中味を含め

Background を説明します。具体的には、 

・ どういう Plan を扱います 

・ その Plan によって、未来はおそらくこう変わります  

ということがあればいいでしょう。まあ、何故この Plan か、ということを示しても

いいでしょう。本質的には、どういう流れて Dis を行っていくか、という中味を説明

できればかまいません。 

 

 ここは、“Introduction”とでも“Roadmap”とでも名前をつければいいでしょう。

（私が現役のときは Preface としてました） 

 

 次に、詳しく Plan と Process to the Advantage2の説明を行います。 

 また、ここでは、ASQ を（できれば）同時に行います。具体的には、ASQ を通常

のように行うのですが、この際に、Plan と対応させて、Plan をとった場合、どれく

らい変化ができていくかを確かめつつ（比較しつつ）ASQ＆Solution を確認して行く

わけです。 

 ここが重要なのですが、通常は、ASQ が終わらない限りは Plan の話は行えません。

しかし、おかしな話で、実際、今やっていることが、本当に意味のあることかどうか

は、Plan をよく知らない限りは説明できないはずです。今回の場合、Plan の流れを

見ていくのに即し、現状を確かめて行くことで、この問題を回避します。  

 ASQ の裏が Solution に対応していることをわかっている人や、Advantage までの

Process を確かめていったことのある人なら分かるはずですが、今まで、いちいち２

回にわけて Dis していたことを、時間をかけずに同時進行させるということです。  

 

 細かい点は紙面上では説明し切れませんが、そんなに変わったことを言っているわ

けではありません。実際にやる際には、通常通りやって行くわけですが、本質として、

Plan を重視していく、ということがあげられます。そして、ASQ と Plan を独立させ

                                                 
2 Solvency or Solution のことですね 
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るのではなく、対応させ、進める、という点に特徴があります。今まで Format とい

う型に縛られて自由な、柔軟な Dis ができなくなっている人には難しいかもしれない

ですが、日本語で実際に議論する際には多くの場合、Dis の Format に即してやって

いるわけではなく、ここで述べているように二つ以上のことを同時進行で行っている

はずです。 

 

 例えば、今回の Vol３では、できるだけのこの形式で考えてみました。Intro.があっ

て、Plan についての説明とその背景がほど同時に展開されます。実際には、こういっ

た文書ではなく、Table で Dis をしていくのですが、その際には、この Plan を叩き台

にして、現状に即しているかどうか、そして、本当に有効かどうかを比較していくこ

とになるでしょう。 

 

 いきなりこれだけ聞くと、何をやっているのかよく分からず、そして、本当にうま

く行くのか、と不安になる人もいると思います。確かにそう簡単に出来ることではあ

りません。Format とは Dis をやりやすくするため勝手に決めたルールですから、こ

の考えが Table で浸透している必要がありますし、何よりも、ASQ と Plan を同時に

対応させて流れが理解できる、ということが条件として入ってきます。  

 逆に、タイトルが決まってすぐなら別として、いろいろな Dis に出て、一通り Topic

もわかってきたならば、いつまでも同じことを同じ Format で繰り返すのではなく、

こうやって、柔軟に対応してもいいのではないでしょうか？まあ、よく言われる、Plan

どうしの比較も、このやり方ならやりやすいですよ。  

 

 今回は、スタイル、という話でしたが、どうしてもこんな紙面では伝わらない部分

もあるでしょう。それは仕方ないことで、Dis の Skill とは、人から教えられて身に付

くものではなく、自分で試して、失敗して初めて経験として身につくものですから。

この、Plan から Dis を始める、というやり方も含め、どうしても新しいものはなかな

か受け入れられにくいように思いました。しかしながら、実際に Dis をやって行くう

えで有効な方法と言うものは幾つかありますので、個々人で探してみてください。 

 

 最後に、あまり浸透しなかったことなのですが、私が以前より推し進めてきた Dis

の方法論として、有効なものがあるので、２点ほど紹介しておきます。  

 

 ・今回のような多少変わったやり方で Dis を行う場合には特にそうなのですが、実

際に Dis をやる前に、Procedure や、各 Stage で何をやるかの説明に時間を取られた

り、そんなところが Confusion の原因となったりします。正直皆うざいと思いつつ、

何も対策をとらずにやっていることが多いようです。  

 こう言うときには、Dis の本質に関係ない所は Opinion-sheet の一部として別紙に

載せておくといいでしょう。これは他の Format でも時間を節約するためにやっても
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らいたいものですが、どこの Stage にいるか見て分かりますし、いらない質問を切る

ことにもなり、是非やってほしいものです。視覚に訴えるというのは、Dis における

大切な要素です。 

 

 ・もうひとつ、妥協の仕方。個人的に、PDD はあくまで学生の行う Dis。どんなに

頑張ってみたところで、専門家が数ヶ月 or 数年もかかって結論がでないようなことを、

私たちが数時間かけた所で、正しい結論は出せないはずです。対立したところでは、

いつか妥協しないといけないわけですが、相反する事実が存在する場合、Data 不足

で判断がつけられない場合、どうするといいか、はっきり分かっていないようにも思

います。何もごり押しするのではなく、引く所では引いてみてはいかがでしょう？私

はこれを ConditionPolicy（条件つき Policy）と勝手に呼んで使っていました。今は

どちらが正しいか分からないので、ある一方が正しいとしたら、つぎに、もう一方が

正しいとしたら、という Dis を行うのです。結果として、結論が同じになるならそれ

でいいし、逆の結論がでるなら、そういう２つの可能性がある、という Policy でもい

いのではないか、と考えています。（まあ、ここは、私の Narrow にも生きているの

ですが） 

 

 これらは私なりに考えていった Dis の方法論ですので、参考までに試してもらって

もいいです。Taka の Dis の本質は Value との融合も考えた柔軟性を目指す点にあり

ます。そんな私の望むこととして、もっと自由にもっと柔軟に個人の理想を発展させ

て行ってほしいと考えています。  

 

 

Taka 的私的 Discussion 論 Vol４ 

 ― Reflection のすすめ ― 

 

 知っての人も多いかと思いますが、私の現役だった頃はすでに２年もの昔で、どち

らかというと、Chair-person としての生活のほうが長くなってきています。私の Dis

のスタイルという話を考えて行くならば、この Chair としての立場を考えないわけに

はいきません。今回、後世に Dis を伝えるという意味では最も重要な Reflection につ

いて述べてみることにしましょう。特に、これから Reflection を行っていく立場に立

つ３年生、もしくは２年生に聞いてもらいたいものです。  

 

 Reflection とはいったいなんなのでしょう？そして、何をする場所なのでしょう？

世の中には、Format についてとか、Narrow についてとかの Menual は存在しても、

Reflection につおて詳しく書かれたものはほとんど存在しません。そのためか、多く

の Dis において、的を得ない Reflection や、たまに間違った Reflection が存在してい

ます。 
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 Dis にルールがなく、いろいろなスタイルが許されているように、Reflection にも

ルールはありませんし、決まったやり方もありません。しかし、注意すべき点はいく

らでもあります。今回、現役としては私がもっとも対外 Chairperson 歴が長いわけで

すし、（セミナーだけで５回やってるはずです）気付いた点を書いていくことにします。 

 

 多くの場合、Reflection では、Confusion の解説、もしくは Dis の流れを追って、

ここではみんな意見を出していたから良かったね、ここは議論が浅かったからもう少

し喋った方がよかったね、君はもう少し Prep3して、もっと発言できるようになろう

ね、と言うことを言って終わりになっていませんでしょうか？  

 もちろん、Confusion の解説も、しゃべる場所や、発言量なども重要なんですが、

そんなことは Chairperson がいなくても、Table にいる人たちだけでもなんとかなり

ます。なんで Chairperson がいるのか、ということを考えてコメントしてあげたいも

のです。では、具体的に、どんな Reflection が望ましいというのか、私的に展開して

いってみましょう。 

 

 個人的に、Reflection で欠いてはならない要素として、最も重要なのは、“なぜか”

に当たる部分、評価の理由だと思います。Chairperson は、発言や Dis そのものが良

かった、悪かったと言うだけでなく、なぜ、自分はそういう評価を与えるのかきちん

とした理由を説明することが大切ではないでしょうか。  

 この Q は、Seriousness のときに比較基準として用いることができ、はずすわけに

はいかないからいい Q だった、とか、ここで出した Suggestion はその場の対応とし

ては間違っていなかったが、結局後になっても何も使われていなかったので、意味が

薄くなってしまっていた、といった評価をしてあげるといいのではないでしょうか？  

 そのためには、自分がきちんと Dis の流れを理解している必要があります。発言量

だけをみるのならば、ただの Audience と大差ないわけです。その発言に、本当に意

味があったかどうかを判断してあげることが出来るのは誰か、それが Table で

Chaorperson が客観的な立場から眺めている本当の理由になるはずです。  

 

 また、もう１つ大事なことがあります。ただ評価してあげるだけでなく、良くなか

ったところにおいて、具体的な対応策を示してあげることも必要になります。ここが

良くなかった、というだけなら、何もわざわざ Chairperson でなくても、Talbe にい

るひとたちで大体分かるはずです。大切なのは、この後どうすればいいのか、という

ところにありますし、そのやり方に各 Chairperson の個性、スタイルというものが現

れてくるのではないでしょうか？  

 例えば、もっとプレパしようね、というコメントは、たしかに間違っていませんし、

悪くない言い方ではあります。しかし、こう言われた所で、言われた方は何をしてい

                                                 
3 preparation の略だろうか？ 
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いのか困ってしまいはしないでしょうか？個人的に具体的な方法も述べずにすぐプレ

パプレパというのは Chairperson の怠慢ではないかと思います。せっかくその Table

を任されたわけですし、自分にしかできない Reflection というものをやってあげるく

らいの気持ちがほしいものです。  

 

 じゃあ、具体的にはどういうコメントをやってあげればいいかというと、私が今ま

でやってきたものとしては、以下のようなものがあげられます。  

 

・発音について 

 ただ、いい、悪いというのではなく、具体的にどうやって直すか、例えば・・  

 “F”or“V”の発音のときに無理して下唇をかむつもりで発音してみる  

 口をあまりあけない“er”等の音と大きく口をあける“ar”の違い 

 といった、気をつけるだけで直せるものを示してあげる 

 

・Q or Suggestion の場所についても 

 自分なら、どこでどのように出すか、そして、そこで出すことで、どのように Dis

が変わるかを示してあげる。ただ単に、無駄な Q だったとか、いらない Suggestion

だった、というのではなく、なぜ無駄なのか、無駄じゃなくするにはどこで、どうい

う言い方で出せばいいのかを伝えてあげる。  

 

・説明の仕方が悪くて混乱したとき  

 Chairperson がいろいろなことを説明できるのは当然のこと、必要なのは、参加者

が継ぎにやったときにきちんと説明できるようになること。そのためにはどうすれば

いいか、もしくは、次までにどんなプレパをすればいいかを示してあげる。  

 具体的には、ただ説明の仕方が悪い、というのではなく、Chart の上手な使いか他

の伝授や、絶対に抜いてはいけない説明の部分と、後で補足として説明してもいい部

分にわけてあげる、などがあるでしょう。 

 

・議論の展開がうまくできないとき  

 まあ、いろいろな理由があるでしょうが、多くの場合、自分の主張の仕方はわかっ

ていても、その後がいい加減だったためということが理由になります。そういうとき

には、自分が参加者ならば、どういう議論にしたかを示してあげるのが１つの方法で

す。ここで、結論は Table によって異なるはずなので、結論はできるだけ伝えずに、

自分ならどうやったか、という方法論に押さえておく方が私は望ましいと思います。

それまででてきた情報をどう用いて、どう扱うのか、ということを示したり、一つ一

つの議論についての Divide-compare（必要なことを取り出して分けてから比較する、

という議論の方法）をしめしてあげたりするにもいいでしょう。  
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・Dis の流れがうまくつかめないとき  

 これには、全く分かってない人用と、上級者向けのコメントがありました。はっき

り言って、これはすべての Chairperson にやってほしいのですが、Dis の中味ばかり

にコメントするのではなく、Dis 中のメモのとり方、フローの取り方についてもコメ

ントしてあげるといいのではないでしょうか。特に初心者には必要なのです。人の言

っていることをそのまま順番にノートなどにぎっしり書いていくのは Reflection には

いいかもしれませんが、Dis の流れ、という面では最悪です。どの発言がどう用いら

れているか、ということがわかるように、フローのとり方はコメントしてあげてくだ

さいな。 

 また、上級者に限ったことではないのですが、自分の発言が本当に生きているかど

うかはなかなかわかりづらいものです。発言の一つ一つを取り出すのではなく、Table

への貢献度という観点でコメントして、修正してあげることが必要でしょう。また、

具体的な対応として、自分の Dis をテープにとって自分で聞いてみる、という方法を

多くの Table で私は紹介してきましたが、流れを見るにも、英語を考えるにも、この

方法は実際にためしてみてくださいな。 

 

 結局のところ、当たり前のようなことを言っているようですが、自分ではなかなか

できないことなので、これから Refle をやる人は、気をつけてみてください。正直言

って、ありきたりの Reflection なんて、受ける方はつまんないですし、印象に残らな

いはずです。せっかく今まで自分が積み上げてきたものがあるのですから、できるだ

け個性的に、それでありながら意味のある Reflection をやってみてくださいな。 

 

 さて、私一人がこんなに長く原稿を書いてしまって本当に読む人がいるのかどうか

も不安なのですが、最後に、Reflection について書くならば抜いてはいけないことが

後二つあるので、それを書いて、終わりにしたいと思います。  

 

 １つは、Chair の介入についてです。 

 結構問題にもなるのですが、Chairperson は介入する方がいいのかどうか、という

ことは結論がでていません。Judge としての性質を持つのであれば、介入は禁止され

ます（Ex. Assembly 等）。ところが、教育としての立場からでは介入しないわけには

いきません（Ex.夏セミ等）。問題は、その中間に位置する、通常の大会においてです。

個人的には、ある程度介入は必要であると思います。一時少しはやった“Chair 

Participant”のようになってしまうのはあまり良くないことですが、必要最低限の Q

を出したり、説明を助けてあげたりすることは問題ないと思います。実際、Reflection

の時より、Dis 中にその場で説明するほうが、印象に残りやすい、ということもある

でしょう。先日もやったのですが、Need for Change についてごちゃっているときに

は、介入して、英語で説明してあげる、と言う方が、流れを切ることもなく、しかも

印象に残る、という気がしました。まあ、個人の好き嫌いもありますが、私は、Dis
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中に動き回って、メモのとり方、フローのとり方、もしくは、どれくらいプレパして

いるかを確かめつつ Chair をやるタイプなので、時には黒板を使って介入することす

らありますし、特に悪いとはあまり考えていません。（時として、入りすぎることもあ

りましたが）むしろ、じゃまにさえならなければ、介入は構わないと思うので、これ

からやっていくひとは意味のある介入のできる人になってほしいと思います。  

 

 さて、もう１つは、介入にも関係あるのですが、Chair と、参加者の Dis の Level

の差についてです。 

 前述したように、外から見ている人が、分かるのは当たり前で、しかもうまく説明

できるのはある意味当然なのですが、ここでふたつばかし気にしてほしいことがあり

ます。 

 Chair をやっているとよく聞く話しなのですが、最近、関東（関西でも）の Dis の

Level が落ちてきているそうです。私も実際にこのめで見てきたのは ’９５・’９６・ ’

９７だけですし、一般的な話は出来ないかもしれないのですが、昨年から Dis を Chair

としてみてきた立場から言わしてもらうと、実際のところ、そんなに皆が大騒ぎをす

るほど Level は落ちていないと思います。確かに、多少落ちてきている印象は受けま

すが、実は一番落ちてきているのは英語そのものであって、総合的にはあまり変化な

いと思います。しかし、ここ数年見事なほど皆が同じようなコメントをするのは、実

は別の理由があると思います。  

 経験的な私見でしかありませんが、ある程度 Dis に関わっている場合、もっとも

Dis の能力値の高いのは、引退してから半年ほどたった頃、つまり、引退した後の前

期頃になると思います。そうすると、そのころに、自分たちの後輩をみることになり、

自分たちの頃はもっとできてたはずなのに、何でこいつらはこんなこともできないの

か？という気持ちがでてきたりして、厳しい評価がついてしまうのではないかと思い

ます。正直言って、そんなに自分たちも思っているほどできたわけではないのです（自

分も含めて）。Chair とか Judge をやるときには、あら探しみたいにならないように

する必要があると思います。  

 逆にどうこういっても、引退した後は Dis から離れているわけですし、理解はして

も、思ったより口から言葉が出てこなくなっているものです。今まで気にせず、当然

のごとくやってきた事も、久しぶりにやるとすっかり忘れていたりもします。これだ

け Chair 歴が長くなってしまった私でも、時として必要な説明が抜けてしまうことが

あります。介入するときとかは、どうしても、いきなり入っていく、ということを忘

れず、何が必要な説明かを確認しておく方がいいでしょう。はっきり言って、

Reflection や介入で失敗したら、恥ずかしいを通り越して情けないものですしね。  

 

 どうしても、紙面上では伝わらないことがあるとおもいますね。今回の、他の人の

執筆したものもそうなのでしょうが、個人のスタイル、というものは、経験によって

裏打ちされたものに他なりません。こうやって、何かの文章としてまとめようとして



 33 

も結局舌足らずにしかなりません。やっぱり、自分で経験するしかないのでしょうね。  

 

 私のこの長かった ESS の Dis life も、もうすぐ終わりを迎えようとしています。最

後に、私の、Taka の Dis 観の根底を書いて終わりにしましょう。これが来年以降の

Dis 界を背負っていく人たちに伝える、最後の言葉になるかもしれませんね。  

 

 私の Dis における信条は 

 「Dis にルールはない。 

  自分が試して、経験として得たもの、それが自分のルールになりうる」  

  というもの。 

 何かに縛られるのではなく、“自分の求める Dis”をつくっていってほしい。 

 

  いつかまた逢いましょう。  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

大田 貴之 ／ Taka. Ota 
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Sawada Lab.  Univ. of Tokyo (Seminor) 
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ああるる DDii sscc uussssaanntt のの形形成成とと発発展展   

 

東京大学４年 

‘９５東京大学 ESS 

ディスカッションセクションチーフ  

黒田康之 

 

 UT（注：東京大学のこと）では、２年生で引退することになっているので、私が現

役の部員として活動していたのはもう２年も前のことになってしまいます。あまりお

役に立つとは思えませんが、その頃のことなど思い出しつつ、文章を進めていこうと

思います。 

 以下では、皆さんに①ディスカッションの「スタイル」を確立し実践していく上で

の参考にしていただっく②みなさんにディスカッションの魅力を知っていただくとい

う目標の下、私がどのように自らのディスカッションのスタイルを形成に実践してき

たかを、皆さんの参考に供すべくお話して行きたいと思います。  

 

１）「スタイル」とは何ぞや？  

 本文章がこのような主旨の下に書かれるものである以上、その中心課題は当然「ス

タイル」であります。しかし、「スタイル」とは何かと言われると、その意味は必ずし

も明らかではなく、また、その解釈の仕方も人それぞれです。そこで、「スタイル」と

いうものについてお話しするに当たって、まず、「スタイル」とは何か、定義する必要

があるでしょう。もちろん「それが答えだ！」などとウルフルズのようなことを言う

つもりはさらさら無く、あくまで私の個人的見解であります。  

 まず、辞書に従い「『スタイル』とは個性である」、と仮定してみましょう。果たし

てこれは正しいのでしょうか。例えば、世の中「寡黙な人」と言うのがいます。私も

その一人です。これも「個性」といえば立派な個性でしょう。しかし、これをディス

カッションに置きかえれば「地蔵」というもとになります。これが果たして「スタイ

ル」と言えるでしょうか？「これが僕のスタイルなのさ。」と小沢健二よろしく開き直

って済まされるのなら、そもそもこんな本など作る必要はありません。もっと何かを

付け加える必要があるでしょう。  

 それでは、地蔵云々の話がでたところで、「スタイル」と発言量との係わり合いとい

うものがあるのでしょうか。確かに、地蔵が「スタイル」の１つであることを否定し

た以上は、「スタイル」の１つと言えるためには最低限の発言量が要求されることは見

とめざるを得ません。しかし、例えば、「出番こそ少ないが、要所要所で非常に良い仕

事をする」といった個性は「スタイル」とは言えないのでしょうか。このようないぶ

し銀の働きを見せる、水戸黄門で言えば風車の弥七、プロ野球で言えば晩年の長崎哲

二、ムーミンでいえばスナフキンのようなディスカッサントも、意見が分かれるとこ
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ろかも知れませんが、私は立派な「スタイル」を持ったディスカッサントだと思いま

す。反面、発言量は多いが、「あの人が口を開くといつもゴチャる」といった特徴は、

スタイルの１つとは言えないでしょう。とすると、「スタイル」と発言量との間には、

それほど大きな係わり合いがあるとも言えないようです。  

 私は、「スタイル」の要素として、「テーブルに対してプラスに働くものである」と

いう点を付け加えたいと思います。そもそもこの本は、皆さんに「スタイル」を確立

し、実践していく上での参考になることを目的とするものです。わざわざ KUEL から

このように出版物を出してまで皆さんに獲得に励んでいただく「スタイル」とは、や

はり建設的なものであるべきでしょう。「テーブルの進行をメチャクチャにしても、楽

しければそれでいいのだ！」などといっていたのでは、KUEL が史上初の破壊活動防

止法適用団体に指定されたとしても誰も文句は言えません。もっとも、何がテーブル

にとって「プラス」なのか、ということについても大いに議論の余地がありますが、

これをつぶさに考察していたのでは「スタイル」の定義だけで紙面がつきてしまいそ

うなので、一応「パーパス達成のために有益なもの」ぐらいに思ってください。  

 しかし、これで終わったと思うのは素人のあさはかさというやつであります。まだ

大事な要素が抜けています。それは、「その個性もしくは流儀を実践することを、その

人が面白いと思える」、もっと言えば「その個性を持つことがその人の喜びとなるよう

なものである」という要素であります。この本の目的は、皆さんに「スタイル」獲得

という作業を通じて、ディスカッションの魅力に触れていただく、そのための契機と

なることであります。「スタイル」を獲得し、これを実践することが喜びとなるのでな

ければ、「スタイル」を獲得する意味はないといえるでしょう。自分なりの特徴は築き

上げたが、どうもディスカッションが面白くない、というのでは本末転倒です。思い

悩んで「違う、こんなの私じゃない」なんて５回も６回も叫ぶのは、惣流・アスカ・

ラングレーだけで充分なのです。  

 以上より、ここでは、「『スタイル』とは、テーブルにプラスに働く個性であって、

その実践がその者の喜びとなるものをいう」と定義します（なんだか「タモリの哲学

大王」みたいになってしまいました）。  

 

２）自己の「スタイル」確立までの道程について  

 私が自分の「スタイル」を確立するまでに至る道程で、避けて通ることの出来ない

重要な出来事が二つあります。  

 その一つ目は、私が大学一年生の時の Libra Joint（注：９月の末に早稲田のキャン

パスで行われる PDD の大会4）です。そのテーブルでチェアパーソンをしてくださっ

たのが青山学院の福岡さん（当時３年生）でした。私はディスカッションの後のその

福岡さんのリフレクションに感銘を受けたわけです。その内容は、思いきって要約す

ると「ディスカッションに出るときは自分の意見を持て」ということでした。つまり、

                                                 
4 当時と今とでは開催時期とか変わっているのですね（今は１０月） 
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ある議題につき、「自分はこれを言いたい」という、参考図書からの借り物ではない自

分の意見を持つことによって、ディスカッションは格段に面白いものになる、という

ことだと私は解釈しています。しかし、残念ながら、２ビットの脳みそしか持ち合わ

せていない黒田少年は、なんとなく感銘を受けつつも、その言葉から何かをつかむに

は長い時間がかかりました。「おやじの小言と冷や酒は、後になるほど効いてくる」な

んていう独々逸がありますが、本当にその通りですね（福岡さん、ごめんなさい）。  

 二つ目は、私が２年生のときの All Japan（６月上旬の PDD の大会）の二次予選で

す。そのテーブルには東北大学の塩見君（当時２年生）がいました。もうそのテーブ

ルは塩見君のなすがまま、キュウリがパパ、といった感じでした。しかし、そのテー

ブルではコンパリソンで非常に実質的な議論がなされて盛り上がり、かつて無い充実

感を味わいました。そこでやっと「コンパリソンでの実質的な議論が PDD の面白さ

の核心である」という、それまでわかったつもりになっていたことを真に身をもって

感じた私は、思わず机を叩いて「ガッテン！ガッテン！ガッテン！」と叫んでしまい

まったのでした。 

 このような経験を経て私のディスカッション観は形成されていったわけです。しか

し、その後の残り半年で、実践の対象となりうるような「スタイル」を確立するまで

には結局至りませんでした。  

 

３）私の「スタイル」の実践  

 一応、KUEL からの執筆依頼に記載されていた雛型に則って、上記のタイトルをつ

けましたが、前述の通り、私の場合これと言って「『スタイル』の実践」を行い、満足

行く結果が得られたという経験はありません。  

 私は現役のときは、特にストラテジーを練るわけでもなく、独自の視点からのアー

ギュメントを出すと言った個性があるわけでもない、どちらかというとカンファメー

ションを中心に議論をまとめる側に回る「無色透明」なディスカッサントだったので

はないかと思います（もっとも、適性に自己分析するというのは難しいことなので、

この表現が的を得ているかどうかは保証の限りではありませんが…）。  

 今私が持っている、「スタイル」とは言わないまでも、ディスカッションに対する考

え方は、引退後チェアパーソンとして客観的に他の人のテーブルを眺めることによっ

て形成されていったという面もかなり強いと思います。４年生になってまえもディス

カッションに呼んでもらって参加しているのは、ついぞ実践という形で日の目を見る

ことのなかった私のディスカッション観につき、それを受け入れるせようけ入れない

にせよ現駅のディスカッサントに何らかの形で参考にしてほしいという思いと、その

ディスカッションを眺めさせてもらうことにより、また何か新たな発見が得られるの

ではないかという期待によって支えられているのではないかと思います。  

 

４）最後に 

 ディスカッションでは、いいテーブルとの出会いと言う意味も含めた人との出会い
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から得られるものというのが一番多く、また一番貴重であると言えます。月並みです

が、やはり多くのディスカッションを経験して、いいテーブルやいいディスカッサン

トに出会うことが、自分の「スタイル」を確立する一番の早道なのではないでしょう

か。また、自分の反省も込めて言わせていただけば、いい出会いがあったとき、自分

は何に感銘を受けたのか、その要因を自分なりに分析し、その要因を自分のものとす

るためにどういう手段をとるべきなのかを検討する作業も重要なのだと感じます。  

 この文章を読んでいる人の中には、もう今年限りで引退と言う人もいるかもしれま

せん。「もうディスカッションはおなかいっぱい」なんて言わないで、引退後も積極的

にさんかしてみてください。違う立場に立てば、違ったものが見えてくるもんです。

そこまでいってようやく ESS の免許皆伝なんじゃないかというのが私の感想です。  

 以上、なんだかとりとめのない文章になってしまいました。申し訳ありません。  
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「「ここんんなな私私にに誰誰ががししたた」」   

―ディスで出会ったみんなに捧げます― 

東京大学 3 年 

‘９６ 東京大学 ESS ディスカッションセクション総務  

八木清 

 

 知ってる人も知らない人もこんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いも

ので、僕がディスを引退してからもう１年になろうとしています。今年のアッセンブ

リくらいまではちょくちょく顔を出していたのですが、この頃めｋｋりいご無沙汰で

す。最近ディスの方からは何も言ってこなくて寂しいなぁ、と思っている矢先にこの

原稿依頼があったので、久しぶりにでしゃばってみました。お見苦しいところもある

かと思いますが、是非最後までお付き合いください。  

 

 思い起こせば２年前の秋、駒場キャンパスの銀杏並木が少しずつ色づき始めた頃だ

ったでしょうか、うつろな表情でやる気のない毎日を過ごしている青年がおりました、

八木清１８才。することもなく毎日だらだらと過ごしていたのですが、そんなある日、

１枚のビラが目に入りました。「ＥＳＳ秋入部募集！！君も英語をしゃべらないか？」 

 ご存知だったでしょうか。実は僕は秋入部なのです。そして、ほんのちょっと見る

だけのつもりがここでとんでもない人間に出会ってしまったのです。当時ディスセク

チーフだったＴカ氏と次期チーフＩ磨君、ネゴのＫ本君でした。（すでに次期役職の内

定は出ていた。）恐ろしく濃いー面子でした。三人三様で天才とバカ紙一重のやつらで、

しかもみんなディスというものが大好きな連中でした。彼らの情熱にあおられたのか、

徐々に僕もはまっていきました。  

 

 こうして、僕は第一次絶頂期を迎えました。ほとんどバリューでしたが、ポリシー

もおりまぜつつバリバリ大会に出て行き、新しいものをどんどん吸収して行く充実し

た毎日でした。もう楽しくて楽しくて仕方がない毎日だったのですが、ここでまたも

や運命の出会いがありました。時は１２月、かの東北の地でＲちゃんと同じテーブル

になってしまったのです。彼女は形容するならまさに鬼。恐くて恐くて仕方なかった

です。 

 信じられないことに当時の僕には「ロジック」という概念がありませんでした。ポ

リシーディスというものも、いまいちなんなのかよく分からない状態でオピメをやっ

ていました。Ｒちゃんの反応は当然と言えば当然。それまで、適当に相手をしゃべり

倒していた僕にとって、まさに彼女は衝撃でした。彼女の存在自体が僕の理解の域を

越えていました。地獄のような３時間半（特に最後の３０分）が過ぎ、帰りの新幹線

の中では、なんとも言えずブルーでした。「ディスって、バトルものなんだ。感覚的に

はそんなことを思ったものです。  



 39 

 当時、僕らの間では「バトル」という単語がよく使われていたのですが、これはつ

まり自分の意見を論理だてて説明し、相手を納得させる（説き伏せる）ということで、

ディスのセオリーでいうところの「ロジック」の事です。東北でＲちゃんに完全にし

ばかれて初めて「バトル」の意味を理解したのです。それ以降でしょうか。オピニオ

ンを作るときでも、しゃべるときでも、まずロジックでした。議論中の Claim は何な

のか、それをつなぐ Linkage は何なのか、なんていうか、今にして思えば、いやにな

るくらいがちがちのロジック人間でした。 

 

 そうして、春セミ前後になりますか、第二次絶頂期を迎えました。とにかくこの次

期のポリシーPD に出まくって、誰もが納得するロジック、絶対に間違いのないロジ

ックを目指していました。しかし、ここでまた大きな壁が目の前に立ちはだかったの

です。それは、熱海で起こりました。春セミです。とにかく、Confusion の嵐でした。

自分がオピメのときも、そうでないときも、ぐるぐる同じ事を繰り返すだけで全く無

駄な議論ばかりのように思えました。「不毛だ。」第１の感想でした。「自分のロジック

は絶対あってるのに、みんな耳をかそうとしない。ただガーっと思いつきでしゃべっ

てるだけじゃないか。」完全に切れていた僕ですが、ここでまたもや出会いがありまし

た。当時インストで来ていた T 田さんと S 見さんでした。 

 T 田さんいわく「火に油を注いでもダメなんだよ。相手が燃え盛ってるときは水を

かけなきゃ。」今考えると当たり前の事なのですが、当時ディスを「ロジック」という

観点でしか見れなかった僕には衝撃でした。おれは、広義の Table Leading というこ

とになるのですが、つまり「水」を加えることでテーブルの「流れ」を支配する、と

いうことです。「で、具体的に水っていうのだはぁ、」ニヤリとした T 田さんはこの後

およそ３０分間えぐい話を続けます。横にいた K 田さんが笑いながら「そんなこと言

っていいの？」と言っていたのを覚えてます。例えば、わざと語調をゆっくりにする

（特に自分のロジックが丁寧な所。やばいところは早口にする。）とか、悩んでるフリ

をして間合いを取るとか、、、この辺はまだ序の口です。ひどいのになると、わざとわ

けのわからないことを言って相手を混乱に陥れ、思考力を奪ったあと、“Let me 

confirm…”から自分の意見を前に出してそれを通してしまう、なんていうのもあっ

たような気がします。 

 S 見さんいわく「でもさぁ、八木は個人的にはどういうディスがしたいの？」こち

らは爽やか過ぎて今１つなんの事か分かりにくいのですが、意訳すると、「ディスに不

満が残ったときは、それはそういうテーブルを作ってしまった、あるいはそれを変え

られなかった自分が悪い。まずは、自分の理想のテーブルをイメージしなさい。そし

て、そのイメージ通りのテーブルをつくれるかどうかが腕の見せ所なんだよ。」という

ことなのでしょう。たぶん。この二人の名言は僕を大きく変えました。どうやってロ

ジックを立てるか、という考えからどうやって自分の発言を通すか、という考えに変

わりました。いかにテーブルの流れを読み、またそれをいかに自分の流れに持ってい

くか、というのが僕の当面の課題でした。流れを制すればディスも制することができ
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る、つまり極端なことを言えば、「ロジック」を反転させることもできるのです。しか

し、それはそう簡単なことではありません。そこまでやるには何か確固たる自信がな

ければテーブルはついてきません。S 見さんは理想のテーブルをイメージすることで

そのような自身が得られると解いてきたのです。つまり、T 田さんに技を習ったとす

ると、S 見さんには精神的な支柱を与えられたと言えるでしょう。  

 

 こうして春セミを終えて、第三次絶頂期へと突入しました。東遠、アセンブリはバ

リバリで、一部インチキという声も耳にしつつ、しかし「いぶし銀」の称号もいただ

き、絶好調な毎日を過ごしておりました。ディス中の発言のみならず、Moving でテ

ーブルの人たちにあった瞬間からの会話で相手の性格（Style）を判断し、それをもと

にテーブルの流れを組み立てて行く。そして３時間半以内に全員参加型の Conclusion

を得る、というのが当時の僕のモットーでした。この頃はずいぶん明確な意思を持っ

てディスに望んでいたせいでしょうか、僕の記憶に残る best dis もこの時期に集中し

ています。 

 

 さて、ここまで日記まがいのこっぱずかしい文章を書いてきたのですが、実はある

質問をしたかったからなんです。（っあ、CCF できてない！ごめんなさい）  

「さて、僕のディススタイルは？？？」 

 この質問にどんな解答をイメージしましたか？コンパリ重視？ロジック型？わりと

悩みません？これに僕が用意した答えは「この文章の最初から前の段落までの内容全

部」です。すなわち、それまで自分が積み重ねてきたもの、経験したテーブル、出会

った人間、そして考えたこと、すべてが相互作用してスタイルを形成しているのです。

また、同時に考えてほしいのは目標（purpose）です。どんなときでも、目標（purpose）

は未来の方向に存在するもので、スタイルは目標に向かって走った後にできた足跡の

ようなもの、とは考えられないでしょうか。目標とスタイルは表裏一体の関係にある

と僕は認識しています。 

 ここで、「君のスタイルは？」と聞かれて悩んでいる方々へ。その悩みはナンセンス

です。なぜならちょっと振り返ってみれば、他の誰でもない自分だけのたどった道が

あり、それがあなた独自のスタイルを表現しているはずだからです。似たようなすタ

イルの持ち主達が「コンパリ重視」とか「ロジック型」ということをかっこよく言っ

ていますが、それは大きな、大まかな枠組を指して自分はそうだといってるだけで、

必ずしもそれに当てはまらなくてむしろ当然です。スタイルというのは一般的な形式

をもたず、ある意味抽象的でつかみ所のないものですが、しかし必ず誰もが独自のも

のを持っています。先程文中で「性格（style）」と書きましたが、スタイルを性格と

訳すのはなかなかいいと思うのですが、どうでしょう。  

 それでは、何を悩むのが道理かと申しますと、３つのステップで考えましょう。ま

ず、自分のスタイル（性格）に納得がいくか、ということが第１です。もし納得いか

ないのなら、それはスタイルに問題があるのではなく、向かっている方角、すなわち
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Purpose に修正を加える必要があるでしょう。これが第２です。と言っても、惣簡単

に Purpose を「はい、そうですか」と修正できるおのではありません。そこで、どう

やったら修正できるのかというのが第３ですが、これは難しいです。先輩と話す、友

達と語る、etc.・・いずれにせよ、ここに悩むべき所があり、また生みの苦しみとな

るところなのではないでしょうか。  

 

 少々話が難しくなってしまいましたが、しかしディスはそんなに大変なものではな

い、と思ってます。そこまで考えるのはむしろマニアックで、それはそれで考え物で

す。一般的に、ディスの魅力は常にある一定の範囲で仲間が幅広く存在することでは

ないでしょうか。僕の場合は最初の方に書いたようなことでいろんな友達、そして相

談に乗ってくれる先輩方がグループ間、大学間の壁を超えて存在したことが大きかっ

たと思います。あと引退してここ最近気付いたことですが、ディスカッションで自分

の立場を明確にしなければならなかったこと、そしてある程度その発言に責任を求め

られたことは自分にとってプラスだったなぁ、と思います。  

 ディスをやってる人達に囲まれているときはあまり思わなかったのですが、最近回

りの人達を見ているとそんなことをしみじみと思います。  

 

 もうすっかりオヤジ化の一途をたどっている今日この頃ですが、こうして引退した

僕のもとにもこんな仕事が舞い込んでくるのはありがたいことです。なかなか書き足

りない部分も多いのですが、また別の機会を通していろんな事で役立って行きたいと

思います。それでは、皆さんの今後のご活躍に期待を寄せつつ、この辺で筆を置かせ

ていただきます。 

 

 追伸 

 ちなみに僕の日記部分は２年の前期で終わっていますが、もちろんこの後も続きま

す。なかなか感動的なエンディングも用意されています。ついでに外伝もあります。

興味のある方は直接捕まえて聞いてみてください。コンパの時なんかに聞こうものな

ら、ウキャウキャとはしゃいでしゃべり出すと思います。  

 

 それでは、さようなら。 
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DDiisscc uussss iioo nn はは創創造造力力   

 

東京理科大学英語研究部（SUTESS） 

‘９５＆ ’９６ディスカッションチーフ  

愛知 宏紳 

 

§０ はじめに 

 果たして僕なんかが Style について会誌にまで書いてしまっていいのだろうか、と

悩んだ。 

 しかし、Style とは、私なりの定義を書くと、個々人の Discussion 観やそれに基い

た Discussion の展開方法である。Discussion 観とは、Discussion に対する個々人の

考え方やこだわりであり、展開方法とは、言うまでもなく Table に望むときの姿勢で

ある。 

 そう考えると、Style を確立して実践できているかどうかは別として、Style が全く

ないということなど、Discussion を３年間ある程度はやってきた者ならばありえない

はずである。更に言えば、Discussion とは、他の DDDS5活動と比べ、日常に最も多

く存在する Communication の一形態であるわけで、日常生活の中である程度建設的

な話し合いや会議を経験していれば、必ず Style らしきものは皆、持っているはずで

あると思う。 

 

 僕は、現役時代に Assembly で Finalist に選ばれてもいないし、決して Dis ができ

る人というわけでもありません。でも、一応３年間 Discussion をやってきたし、２年

次、３年次はチーフも務めてきました。そのような立場から、私の体験記は、必ず何

人かには参考になるだろうと思い、以下に私の Discussion Style を、私自身の過去の

回想を辿りながら、またそこから私の思う Discussion の魅力について述べていきたい

と思います。 

 なお、この文章は Style に関してということもあり、以下、関東学生英語会連盟

Discussion 担当としてではなく、一個人の、一 ESS 会員・愛知宏紳として書かせて

もらいます。 

 

§１ Dis を選んだあの日  ―回想・一年春～夏― 

 入部当時 Debate をやりたかった僕だが、Debate Section が理科大になかったため、

                                                 
5 Discussion, Debate, Drama, Speech の略かと思われる。 
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ある種にてそうな Discussion Section に入った。この選択にも現れているとおり、当

時の僕は ESS で議論がしたかった人間で、いわゆる「議論好き」が転じて、Dis を選

んだ。よって当時、Discussion の最大のユニークネスである「意見統合」なんてこと

は、何も考えてへんかった。ただ、議論がしたかっただけである。  

 もしインナーの Dis-Sec が充実していたなら、このまま進んで Argument 型

Discussant になってたかも知れない。だが、運命とはよくいったもので、当時の理科

大の Dis-Sec に２年生がいなかったため、１年の早くも５月に「次期チーフ」候補に

名が上がる。別に Dis が出来たわけでも英語が上手かったわけない。ただ、ESS の活

動に、また部室などにやたら顔を出していて、やたら先輩に噛みついていただけであ

る。 

 だが、「次期チーフ」となると状況が変わる。来年、教育方面のトップになるわけだ

から世代交代の１年初冬には、一通りの Dis のことは知ってなきゃいかん（と当時は

考えていた）。更に、理科大の Dis-Sec が PDD を導入したのは ’93 だから、ノウハウ

もない。 

 そんな僕は、先輩に勧められ、１年の夏セミは B コースに行かされた。当時、６月

に Dis の知識は Narrowing も含めて（一応は）叩きこまれていて、実践の葉で Dis

を学ぶためと、次年度チーフになるに当たって、一代上の人に顔を覚えてもらうため

である。 

 この「次期チーフ」の肩書きが、そして後に２年チーフを務めることが、後々の僕

の Discussion life を大きく左右することになる。  

 

§２ とにかく場数、とにかく吸収、に明け暮れた頃 

―回想・１年秋～２年秋―   

 一年秋、いよいよ Dis 界に華々しくデビューするときがきた。（ウソ。）「議論好き」

の僕は、とにかく喋りたい、自分の意見をぶつけたい、そんな人間だった。だから、

やたら Q からの Argument を出していた気がする。（でも英語が出なかったり、他の

Topic を知らなかったりで、しょちゅう地蔵ってた…） 

 一方、「次期チーフ」の僕は、ある種の使命感と好奇心から、リフレクでは、知識吸

収することに力を入れていた。すると、知れば知るほど奥が深いではないか！知識を

付けることにはまってしまうある種オタクの僕は、どんどん Dis 技術の知識を吸収し

ていくことになる。 

 こうして１年次は暮れた。  

 

 ２年初春、新チーフになった僕は、前年の数倍に他大と Dis をする機会を増やし、

とにかく、回数をこなすこと、そこで自分の意見を喋りまくることを目指していた。

喋れない僕は、オプレをするのが一番と考え、事ある毎にオプレをやっていた。そし
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て、「Opinion とは自分の意見の結集である」と考えていた当時の僕は、とにかく自分

の Opinion の中に自分のカラーを込めていた（つもり）。当時の私の書いた Manual

（インナー用）を読み返すと、  

 

『Dis に必要なものは３点。ソフトウエアとしての idea、ハードウエアとしての議事

進行能力、そしてそれを使いこなせるだけのユーザーの力量としての英語力である。』 

 

ということを書いている。6 

 だが、まだ本当の意味で、Dis の知識、細かくは Format を理解しておらず、ただ

闇雲な Dis をしていた感がする。そしてまだ、「意見統合」に対する、つまり結論に

執着する意識も乏しかった。つまり、セオリーから脱却できていなかったと思う。  

 一方で、チーフで当時の２代上の専門委員や一代上のチーフとお話する機会も増え

た僕は、Dis のいろいろな側面を知った。すると、悩む！悩む！悩むのである。「何故

こうなのだろう」「何故こうするのだろう」「どうしたらもっと楽しくできるのだろ

う」「こうしたらどうだろうか」………  

 そこで、ますます、人と Dis を語る機会が増え、特に、当時インナーにいた同期の

仲間とよく話をしていたものだが、２年の秋頃にはある結論にたどり着いた。 

 

『基本を押さえ、あとは好きなように Dis を創ればいいん

だ！』 

 

（こう見るとあまりに単純明快な、今考えるとアホな結論である。「おまえ、アホか」

って言われそうだが、実際、心の底からこの様に思っていない人が多いのも事実であ

る。そしてこの事は、僕にとって脱セオリーだったと思う。）  

 

§３ 脱セオリー、そして試行錯誤の日々 

―回想・２年冬～３年―   

『基本を押さえ、あとは好きなように Dis を創ればいいんだ！』 

 ２年初冬から３年にかけてこう考え始めたが、また悩んだ。  

 

 『どうすれば、自分のやりたい Dis が巧く出来るのだろうか？』 

 

 自分の意見を Table 上に乗せたい！この思いは依然として変わらなかったが、その

                                                 
6 なんかかっこいいこと書いているが、よくよく考えるとおかしな喩えである。  
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展開方法を試行錯誤し始めた。Procedure や Narrowing、自分の Opinion の構成を模

索し始めた頃である。 

 ２年次と３年次との違いが分かりにくいかもしれないので、相違点を書くと、２年

次が闇雲に、つまり既存のセオリーの上に自分の idea を乗せていたのに対し、３年次

は既存のセオリーを踏まえた上で、自分なりの Format（Structure や Procedure、ひ

いては Narrowing の範疇に入るもの）の上で自分の idea を展開させることを目指し

ていたのである。（あくまで「目指していた」レベル。「到達」してへん…）  

 

 一例を少しだけ挙げよう。  

 現在のような Title で Dis をする場合、主体は J/G である。つまり、Title 上で「政

治」するわけになる。ところで僕は、「政治」とは１０年先を考えるもの、そして「危

機管理」こそ「政治」のダイナミズムであると考えていた。 ’９６後期の Title の食糧

問題は、当にそれに相応しい Title で、当然「食糧危機」を Topic として自給率につ

いて扱った。 

 すると本当の意味で“What policy should the J/G adopt concerning・・・”とい

う Title に相応しい Opinion の型として単なるプロソル型7でも単なるコンパラ型8で

も当てはまらない。そこで当然考えられるのは、現状の Fact から Future Harm を捉

えた分析のある変形型である。（まあ、Future Harm 型って言って、メジャーではあ

るけど・・・） 

 

 しかし、何にせよ、こういう変形型を提示すると、なかなか参加者に理解してもら

えないものであり、いかに参加者に納得させていくかが重要になってくる。ここが、

自分なりの Format で Dis を目指す際の難点でもある。9 

 こんな感じで、３年次は引退まで、終始、試行錯誤をしていた時期であった。  

 

 だが、実はまだまだ話は続くのだが、その前に、もう１点述べておきたいことがあ

る。 

 

§４ もう一つの意識・上級生として －回想・チーフ時代から－ 

 さて、ここで多少、時間を遡る。今述べたようなことを、私は現役時代考えてきた

が、２年後半からもう一つの意識の路線がある。  

                                                 
7 Problem Solving Format 
8 Comparative Advantage Format.別称 Observation Format 
9 現役時代、考えていただけで結局できなかった Format がある。それは、名付けて

「シナリオ Format」という。Problem 自体が Fact じゃなく、想定なのである。その

想定が起こると、その後大変な損害を被るから、というシナリオを描いて、今の時点

で Plan を打つというもの。（でもやってる奴いるだろうな。）  
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 それは、２年チーフを務めていたこともあるが、  

『如何にしたら、初心者にも理解できる説明ができるか？』  

という点である。 

 僕は、Dis を暗黙の了解に則って進めることが嫌だったので、また SUTESS が Joint

で組むサークルなどの環境の関係から、常に上記のことを意識していた。  

 今でも、Dis における本当の Presentation とは、どんな状況下においても（つまり

ESS 外においても応用が利くという意味で）、自分の idea を分かりやすく説明できな

ければならない、と考えている。どんな状況下ということには、Table に Dis 初心者

が居るという状況も含める。  

 僕はことある毎に変な（論理立てした）Opinion を作って、Table に望んでいたが、

逆にへんだからこそ、説明能力が要求されるのではないだろうか。２年後半からは常

にこの点についても意識して Dis をしていた時期だった。 

 

§５ Proceeding と Time Management  －現在の自分から－ 

 そして私は SUTESS の現役を引退し、KUEL の執行委員として Discussion 担当に

なった。 

 そこで、執行委員会や専門委員会を重ねるに連れて、現役時代学びきれなかった、

大切な事を学ばされた。というよりは深く認識させられたと言った方が正しいだろう。 

 それは、「Proceeding」と「Time Management」である。 

 ここまで、何度も書いてきたが、現役時代、僕は結論に達する事への執着心が弱か

ったのである。だが、実際の KUEL の会議において、時間内に結論を出さない事は許

される（当たり前だ！）、嫌が追うにも結論を導き出すために Proceeding と Time 

Management を意識せざるをえなかった。この２点は、特に専門委員会から学ばされ

たことであり、現役時代の未熟さをつくづく感じさせられた。10 

 

 「英語のコミュニケーションと直接関係ないじゃないか！」といわれるかもしれな

い。確かにそうかもしれない。だが、これは某大学チーフとも話したことがあるが、

私自身の持論として、論理的思考力や議事進行能力のような運用能力といえるものは、

言語に普遍的であると考えている。11少なくとも、英語で実際に speak out できるか

                                                 
10 現役時代、同期の仲間とはなしていたことだが、PDD が架空の話し合いであるこ

とが結論を熱心に導く事を妨げている、と考えて、なんか Value チックな DMD で

Policy 採択後に「じゃあ、実行しまそう」という Suggestion を打つのはどうか、と

話していたことがある。勿論、企画倒れ… 
11 その逆は真なり、と思う。例えば Drama やってた人と接すると、その感情の表現

力は日常でも上手いし、Speech やってた人は、やっぱり日常でも、言葉の表現が巧み

で、また豊富である。今年、コミやって、いろんな Section の人と接する機会もって、

つくづく感じた。 
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は別として、Dis をやる上での意識・認識は十分応用が利くのではなんだろうか。  

 

 そんな私は、担コミである専門委員会は別として、執行委員として同等のコミ会で

は、昔の Argument 型ではなく、どちらかというと Proceeding 型に臨んでいる。（と、

周りのコミ連中は思ってるかどうか知らんが、少なくとも僕は勝手に思っている。）  

 

§６ 私的 Discussion 論   －Dis において大切な姿勢－ 

 なんだかダラダラと述べてきてしまったのだが、最後に私の考える Dis において大

切なこと（姿勢）を述べてみたい。  

 １年の夏セミで、当時専門委員をされておられた矢口武志さん（法政チーフ ’９３）

が私におっしゃられ、現役時代、常に意識していたことがある。それは、  

 

『絶対 Table に貢献してやる、という気持ちで望む』 

 

ということである。「貢献」って言葉を使ったのは、Dis には必ず何らかの必要性と重

要性があり、そのために参加者が集まって Dis やってるのだから、Table に貢献する

という態度を持つのは当然の姿勢だと思う。  

 では、現役時代、僕の考えていた「Table に貢献する」とは？ 

 それはまず、 

１）自分の意見を Table で喋ること（喋りまくること）、  

である。Dis とは、複数の参加者が皆違う意見を持っていて、意見統合することにこ

そ意義があると思う。ならば、Table に臨んだ以上、意見を言わないなんてことは、

はっきりいって無駄、いる意味、ひいては Dis する意味がないのじゃないだろうか。

だからこそ、現役時代の僕は、まずは第１に自分の意見を喋りまくる事を目指してい

た。 

 更に言えば、 

２）自分の idea が通るのが better、 

かな。だって、やっぱり自分の idea が採択されるのは、嬉しいことでしょ。Idea が

通るように努力することこそ、逆に又、Table に貢献してるとも言えるんじゃないか

な。 

 でもそれよりも大切なのは、  

３）相手の意見が自分の意見より正しいと思ったら、納得すること（説得されること）、

だとおもう。相手の意見を聞いて、思わず目から鱗が落ちて、相手に賛成してしまっ

た、ということこそ、Dis ならではであり、Dis をやることの至福の喜び（大袈裟な！）

だと思います。 
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§番外  「ふざけるな！！」  －毒舌のコーナー－ 

 なんか、偽善者ぽいので、ここで毒舌を。  

 

（１） よく大会で地蔵ってて、ネームカードに「今日はみんなの意見が聞けて良かっ

た」とか書く人がいるけど、それは偽善だ。そんなの嘘だ！みんな自分の意見

が一番と思っているやろ、正直な話し。なら、その自分の意見をどんどん喋っ

て、更に通るくらいにプレパやストラテ考えるのしてくれ。頼むよ、もう。大

会後の虚脱感は、もう、うんざりだ。  

（２） 僕は、全員の意見を聞き出そうとせず、黙っている奴の意見を聞く気のない人

です。黙っている奴は、意見を言う権利放棄しているんだから、知ったこっち

ゃない。地蔵は無視するに限る！ただ意見を持っていて、上手く表現できない

奴には耳を傾ける。だけど意見ない奴、喋らない奴は知らへんて。  

（３） チェアパの顔、伺わんてくれ。チェアパは、君らの教育的効果を考えているん

だよ。自分達で頑張って Dis を進めてってくれ。君たちの Table は君たちのも

のなんだ。君たち自身で結論だすものなんだ。そんなことで、どーすんの？特

に上級生、そんなことでは、後輩に愛想つかされるよ。  

（４） お地蔵さん、反省しろって。よく、ネームカードに「今日は全然話せませんで

した。しっかりプレパして、次はしっかり発言します」とか書いて、ちゃんと

その次は喋ってんの？そんなことで Dis 上手くなると思ってんの？そのくせ、

「Dis つまんないです」とか先輩にほざいてんだろ。君たち自身が努力せずし

て、つまんない言うな！Table がつまらないのは、君の責任でもあるんだよ。

Table の充実は１／（参加者数）は、君の責任なのです。  

 

以上、苦情は私個人まで。冒頭にも書いたとおり、一個人としての意見です。 

 

（ぶちまけてすっきりした。でも反面、自分の過去を思い出すようで、心痛い…うぅっ）  

 

§７ 最後に 

 引退 Dis の去年の東北 Open のネームカードに、チェアパの方から、  

『ガンガンと質問するアグレッシブな姿勢と、引き際を知る謙虚さ。まさに柔と剛を

併せ持つという感じで私は好きです』  

というメッセージを、頂きました。  

 「なるほど、今日はそう見て頂けたのか」という気持ちと「なるほど、僕の個性な
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のかもしれないな」という気持ちが混じって、引退だったのも手伝い、なんか嬉しく

って、帰りの東北新幹線で涙してました。（涙はウソ。） 

 

 Dis がコミュニケーションそのものとすると、Style ってのはその人の個性だと思い

ます。個性はみんな持っているものだと思います。  

 でも、その個性を出すというのは難しい。その前に、知識やリサーチ、プレパに不

運にも潰されてしまっている人もいる。 

 Style についての僕自身の葛藤（？）を述べてきましたが、僕はこの中で僕にとっ

ての Discussion の魅力と、そのために大切なことも書いてきたつもりです。  

 

Discussion で最も大切なもの、それは「創造力」だと思います。そして

同時に、「創造力」こそが Discussion の最大の魅力でもあるとも思いま

す。 

 

 「創造力」が何か、なぜ「創造力」が魅力か、敢えてここでは問いません。皆さん

が、各々、今後の活動で見つけていってください。  

 

 そして皆さんが Dis の Style を確立したとき、そのときこそ、本当にコミュニケー

ションが本当の意味で楽しくなるものではないでしょうか。  

 

 最後まで私の赤裸々な体験談を読んでくれた人、どうもありがとう。  

 

 

 

P.S. 

 今回、実は書かなかった、私にとっての Discussion の魅力、つまり私が Discussion

にこだわったもう一つの側面があるのですが、それはまたの機会があれば「Discussion

は創造力・応用編（！）」として述べてみたいと思います。（というより、もう疲れた

…） 

 聞きたい人は、どっかで聞いてください。  

～11/11 朝、早稲田の下宿で B’z を聴きながら～ 
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「「 LLoo ggiicc ととココンンセセンンササスス」」   

早稲田大学英語部（WESA） 

1996 年度 Discussion Section 渉外 

梅香輝彦 

 

◆私がスタイルを身に付けるまでの道程 

 

①１年生～２年生前半（純粋無垢な頃） 

 正直言って、このころはまだ Dis に積極的に参加しているというわけではなかった。

ただ大会に出る度先輩から「とにかくオプレになれ」と言われていたので Narrow な

どでオプレになるためのストラテを考えては実践していた。自分が Examiner の時は

何かしらのイイタイコトを１つでもオプレのオピに対して持つようにし、それを主張

するにはどんな Q をうったらいいかを考えた。  

 

②２年生中盤～後半（思春期）  

 この時期は他の人から Dis の Skill や考え方を「吸収する」「盗む」ことに徹した。

Inner、対外を問わず「上手い」と思った人（とりわけ上級生）の Dis のやり方を自

分の Dis にフィードバックしてみたりした。しかしまだこの頃はスタイルというもの

がよく分かっておらず、他人のいい Logic だけを収集してみてもやはりしっくりいか

なかったが。また、自分のやりたい Dis とはどんなものかを考え始めた時期でもある

が Skill にムラを感じて悩んだりもした。 

 

③３年生前半（悪人） 

 上級生も引退し、いよいよ自分の代がリーダーになるとき「盗み」の時期は終わり、

他人の Dis の学ぶべき所、そうでないところを取捨選択し始める。それに自分の Dis

に対する考え方も加えてこのころから自分の Dis というものを意識し始める。このこ

ろの自分は「Argumenter」といった感じ。ここの Argument を深め、様々な角度で

検証してみたり Argument どうしを比較してみたり…ということに楽しさを感じてい

た。またこの時期は他校に良きライバルを見つけられたときでもある最も「熱い」と

きだった。 

 

④３年生中盤～後半（偽善者・・・（か！？））  

 Assembly 後を境に自分の Dis をもう一度見つめなおすようになる。自分の Dis の

よいところ・悪い所が見えてきて、ようやく自分のスタイルとは何かがはっきりと認

識される。今まではただギスギスしていたが、ようやく余裕も生まれてくる。と同時

に引退も間近に控え寂しくもなる。  
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⑤４年生（翁） 

 後輩たちへのケアを通じて自分が築いた Dis 観を伝えてゆける時期である。ESS 以

外の部分で Dis の有用性、重要性を実感できる時期。今までよりさらに大きな意味で

自分の Dis のスタイルというものを確認できる。  

 

◆私の Dis のスタイル 

 一言で表現すると「Logic とコンセンサス」。Logic を駆使し、自分の主張を流れの

ある形にしてゆく。と、ともに相手の Argument と対立したときにどのようにコンセ

ンサスをとるかに留意した。コンセンサスというのは、そのテーブルにおける判断基

準であると考えると、コンセンサスのとり方１つで議論の仕方、方向性、結論は同じ

トピックでも玉虫色に変化する。ともするとバラつきがちな各パンツの視点をコンセ

ンサスによって１つに固定しその固定された視点から Argumet に優劣をつけたり、

Argument の有効無効（話し合うべきか、話し合わないべきか）の判断ができるので

ある。 

 PDD では１つのタイトルで半年近く Dis をするわけだからどうしても議論の内容

がマンネリ化しがちである。しかしコンセンサスのとり方によって議論の角度、方向

性に変化をつけることができ、それこそが私の Dis の楽しみ方だった。 

 

◆さいごに 

 ともあれ自分のスタイルを身に付けるにはまず他の人の Dis 観を学んでみることを

おススメします。それによって自分の目指したいもの、そうではないものが見えてく

るからです。得てして自分のスタイルというものは他者との比較から見えてくるもの

ですから。 

 そのために誰か一人でもライバルを見つけてみるとなお良いと思います。切磋琢磨

を通じて自分のやりたいこと、相手のやりたいこと、目指すものがはっきりと見えて

きますよ。 

 

みなさんが実りある Dis Life を送ることを期待します。  
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＜＜   思思いいややりり   DDii sscc uussss ii oonn＞＞   

 

 突然何のことやらと思うだろうが、これはまさしく私がディスカッションをやるう

えで常に意識しつづけてきたモットーである。この思いやりのことを私は＜  MERCY

＞と呼んでいる。今回は最後の会誌なのでこの＜  MERCY ＞についてお話しようと

思う。 

 私の考える＜ MERCY ＞は＜ M･E･R･C･Y ＞の５つで構成されている。 

 

＜ M ＞ は＜ Mistake ＞これは、失敗したら人に迷惑をかけると考えるより、失

敗をおそれず積極的になって貢献しようという考え。こうすることで相手

に不安を与えないで済むと思う。  

＜ E ＞ は＜ Encourage ＞これは、お互い励ましあって話し合いに参加させよう

という考え方。自分だけ楽しめればいいなんて、それはディスカッション

といえるだろうか。 

＜ R ＞ は＜ Reconsider ＞これは、思いついたことの善し悪しを判断せずに意味

のない発言をするのではないく、一度立ち止まってもう一度考え直す余裕

をもつということ。 

＜ C ＞ は＜ Confide in ＞これは、みんな興奮するとよく人の話をさえぎってし

まうけど、相手にも考えがあるしやりたいことだってあるはずでしょ？だ

からまずキチンと話を聞こうというもの。 

＜ Y ＞ は＜ Yield ＞これは、よく退くことを知らない人がいるけど、ディスカッ

ションには相手にその場を譲ることが大切だということ。お互いのそうし

た思いやりは忘れたくないね。  

 

 という具合で、いかがだろうか。みんな思いやりについては何かと考えていると思

うけど、とかくディスにはなると自分のことで精一杯になっちゃう。でも私は相手に

対してみんなが思いやれるディスカッションををしたかったので上のようなことも考

えてみた。このわたしの＜ MERCY ＞から、これからのあなたがたの考えに少しで

も役立てればと願っておわりにしよう。ありがとう。  

 

日本大学 ４年   木津 泰光     
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ああととががきき   

 

 さーて！ざっと目を通してみてどうですか、みなさん？スタイルって人それぞれだ

なって思いましたか？最初、スタイルについてということで自己満足の固まりが生み

出されるんじゃないかとどきどきしちゃいました。ともすれば、「僕は僕、君は君」と

いう結論に終わるのではないかと思いました。  

 しかしそうやって人と意見の接触を避けていたら「ディスカッションはなんでやる

の？」という本質的な問いに立ちかえると思います。人間は社会の中で生きる生き物

であり、自分という物体は他者との関わりの中でしか発見できません。つまりスタイ

ルを見つけるならば「自分でこれが楽しいんだ」と探る事はもちろん、いろいろなス

タイルとからんでいかなければならないと思います。ぶつかりあって叩き合って「こ

れはそうだ。」「これは絶対違う。」という取捨選択を繰り返して形を作るものがスタイ

ルともいえるでしょう。時には捨てたものを拾いなおすこともあるでしょう。またと

きには持っているものの価値を全く感じなくなる事もあるかもしれません。これから

の敬虔の積み重ねによっていくらでもスタイルは変わりうるのです。  

 ここにある原稿を見ていると皆が多くの Discussion をし、多くの人と出会ってスタ

イル（と呼ばれるもの）を築き上ているようです。この冊子を読んでいる人、あなた

の持っている経験はあなたのものでしかなくとても貴重です。それはディスカッショ

ンの中でどのような形で現れてくるのでしょうか。これから（も）ディスカッション

が本当に楽しいと感じうるような形で是非現れてきてほしいと思います。  

 最後になりましたが、原稿依頼を快く引き受けていただいたみなさま、本当にあり

がとうございました。急な依頼でしたがたくさんたくさん書いてくれてうれしかった

です。また打ち上げしましょう。  

おざけん               
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