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はじめに 

 

私にとって先輩方が書いたマニュアルは宝です。私のＤｉｓｃｕｓｓｉｏ

ｎにおけるプレパ方法はの１／３ほどはマニュアルを集めることでした。

彼らのマニュアルは技術的なことに富んでいて大変参考になるものばか

りです。私は、正直特に何かが特別優れたディスカッサントではありませ

んし自分の目指した域にたどり着くにはまだまだ時間がかかります。だけ

ど、せっかくこうしてマニュアルを書かせていただいたのだから何か与え

たい…でも先輩方が書かれたものと同じ内容のものを超える自信はない。

ということから、なんとか今まで書かれてなかったと思われるもので私が

してきたことをとりあえず見せて、少しでも皆さんのＤｉｓｃｕｓｓｉｏ

ｎへのプレパに貢献できればと、文章力の無い私がパソコンの前に座って

います。 

 

きっとわかりにくいところがたくさんあるとは思いますがさっきも言っ

たとおり文章力がないのですいません。まあ質問してくれれば答えれる内

容なので気軽にしてください。 

 

 

 

 

      ２００４年度ＫＩＥＦ Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ専門委員長 

 

                        石田 絵美 
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Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 

 

「どこまで Q をするの？？」 

 

「ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ」 

 

「ｖｏｌｕｎｔａｒｙ ｈａｒｍ」 

 

「議論の仕方」 

 

「議論の仕方２」 

 

「おまけ プラカ」 

 

「ＤＡ ユニークネス」 

 

「コンパリ～ＴＧとは？」 

 

「コンクルージョンの定義」 

 

「聞く力、押す力」 

 

「偽善者」 

 

「チェアパは人間」 

 

「議論！？喧嘩！？」 

 

あとがき 
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「どこまで Q をするの？？」 

Problem に関してよくくる質問に、どんな Q したらいいんですか！？ってい

うのがあります。私は基本的に ASQ は早く終わってほしい人なのであんまり

質問してないです。しいていえば以下２つのことに気をつけていたくらいです

ね。 

 

１、自分のしたい議論に関して今コンセンサスをとっておいたほうが有利   

かどうか。                     

２、特に議論に影響しないけど聞いておかないと後々にごちゃごちゃして     

しまいそうな定義など。 

簡単にいえば Problem は自分の議論と効率性を意識した Q をしたらいいかと。

すごく抽象的ですが議論に関しては Plan を見たらその日の論点がわかると思

います。ただストラテ Q は露骨にやるとみんな構えてしまうのでさりげなく

しましょう。さらにインテンションのわからない Q…みんなになんでそんな Q

聞いてるんだろう！？と思われたら時間の無駄扱いされてしまいます。話の流

れ的に自然に Q ができるように心がけましょう。 

 

例）Problem 労働者が残業している。 

Q：残業すると給料もらえるのですか？ 

A：もらえる場合ともらえない場合があります。 

Q：もらえる場合はお金の為に働くのがわかりますが、もらえないにも関       

わらず、残業をする労働者にとってのメリットは何ですか？ 

A：会社からの命令です。従わなければ解雇されるかもしれないからです。 

C：確認します。残業によってお金がもらえる場合ともらえない場合がありま

す。労働者はたとえ残業でお金がもらえなくても解雇されないように会社

の命令があれば従うのですね？ 

A：はい。                                                                                
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「ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ」 

 

harm のシリアスネスに関しての話なんですけど、シリアスネスのコンセンサ

スを得るときに２つのｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔから話がでてきます。一体どうい

う状況が確認できればシリアスネスのコンセンサスが得られるのでしょう…。 

 

ベーシックなコンセンサスの取り方はＴａｒｇｅｔにとって…というもので

すね。 

 

１、ｓｅｒｉｏｕｓ ｆｏｒ ＴＧ ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｔｈｅ  ＴＧ 

２、ｓｅｒｉｏｕｓ ｆｏｒ ＴＧ ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｏｔｈｅｒｓ 

 

１は本人がシリアスだと感じていることがわかっている状態。 

２は本人がシリアスだと感じているだろうと第三者がわかる状態。 

 

よく１を使ってコンセンサスを得ようとしているけど大体の人は実は２を使

っているんですね。というのも、１を使うとしたら「この状況はシリアスだ」

とＴＧが言っているエビデンスを出さなければ確認ができません。例えば、

「この状況はシリアスだ。なぜなら彼らは死にたくなかった……」 

この死にたくなかったかどうかなんてエビはだいたい持ってません。つまり普

段のコンセンサスの取り方は私達の視点で死が悪いかどうか判断しているん

ですね。 

ってことは、ｓｅｒｉｏｕｓ ｆｏｒ ｕｓ ｖｉｅｗ ｐｏｉｎｔ ｏｆ 

ｕｓでも十分話ができるのではないでしょうか？だから否定をしたいときは、 

私達がその状況が悪いと思う。 

           ↓ ここを否定する。 

ＴＧもそうだろう。 

なんだかわけのわからない話になっていますか？わからなければ気にしない

でください。言いたかったのは、「シリアスネスの時に必ずしもＴＧの意志を

必要とするわけではない」のではないか、ということです。ここには賛否ある

と思いますがあくまで参考に私の考えを載せました。 
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「ｖｏｌｕｎｔａｒｙ ｈａｒｍ」 

 

果たしてこんな英語があるのか知りませんがＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎでよくあ

るのでわかりやすさを重視して使います。「自業自得」というんですか…だい

たい、自分の意志でやったことだから悪くないよ、といった話ですね。これを

シリアスネスで出したときに×シリアスという結論が得られるのでしょう

か？ 

 

まずＴＧにとって…これは悪いでしょ！？だって、ｖｏｌｕｎｔａｒｙなＨａ

ｒｍなのだから。屁理屈に聞こえるかもしれませんが、例えば信号無視した人

が交通事故にあいました。確かに自業自得なのかもしれないけどだからって本

人にとって悪くないといえますか？ 

結局は状況が起こる過程に本人の責任等が関わってくるということはわかる

けれどその状況自体が悪いかどうかは別の話になってくるので私は自業自得

でも悪い事が起こっていると言えると思います。 

 

そして、ＮＦＣ（Ｎｅｅｄ Ｆｏｒ Ｃｈａｎｇｅ）に関して…日本政府的に

この状況を深刻と捉えて改善する必要性を確認できるのか、という話にもこの

「Ｖ／Ｈ」議論がでてきますね。私はいつもこう考えています。 

 

 

           ≠×ＮＦＣ          ＝×ＮＦＣ 

                    ×       

   should   ×should       should  ×should 

    help     help                 help      help 

①助けよう、助けまいと２つの    ②助ける意志が全くない 

 意志の葛藤中。 

 

① の場合はその議論をだした人のなかで、自業自得で苦しんでいるやつなん

て政府は助けている暇なんてないとか、あくまで深刻度が低いと言ってい

るだけです。深刻だという事実までは否定できていません。または、その
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人のなかで、助けることによる弊害が助けることのメリットを上回ってい

るわけで、それはコンパリの結果を取らぬ狸の皮算用というかまあ、勝手

な想像にすぎないのです。Ｈａｒｍエリアでこの話を続けても収拾がつか

ないので続きはコンパリに持ち越します。だって、助ける意志があるなら

少しは深刻と捉えているのだからなんにも悪い事が起きないなら助ける

べきでしょう。 

 

② の場合はまず、なぜ助ける意思が０なのか聞きますね。上記の通りＴＧに

とってシリアスだということは確認できた上での話なのでとても疑問で

す。ＮａｒｒｏｗでだいたいＡＤ＞ＤＡならＰｌａｎを取るべきだなぜな

らよりよい状況を作れるから。という話に賛成していますよね？ここでも

う日本政府のスタンスとして「よりよい状況を作りましょう」ということ

が確認できていますね。じゃあＴＧにとってシリアスならば、よりよくす

る為に助けようという意志が確認できるのではないでしょうか？ 

 

∴日本政府はＴＧにとってシリアスならば助けようとする。「Ｖ／Ｈ」議論は

コンパリの時にクライテリアの１つになる可能性はあってもシリアスネスや

ＮＦＣを斬るまでには至らないのではないでしょうか。 

 

※ ＮＦＣの詳細に関しては先代Ｄｉｓチ、河野さんが素晴らしいマニュ

アルを作ってくださっていますので今回は割愛させていただきまし

た。気になる方はＫＩＥＦＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎマニュアル 2003 を

お読みください。 
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「議論の仕方」 

 

正直、私はプレゼンそんなによくありませんでした。でも先輩方のを盗みつつ、

自分なりに考えたやり方を載せておきます。 

 

ⅰ 相手のロジックをＱで固める 

 

理由：先月２センチ身長が伸びた（現在１８０センチ） 

        ←Ｗｈｙ？ 

                  

主張：１０年後には身長２メートルになる。 

 

はい、かなりてきとーな例ですが、「１０年後に２メートル！？」かなり

怪しいですね。まずは「なぜ？」ってことから入りますね。なぜオピメがそう

思っているのか確認できないと進みません。聞きましょう。 

但し、一回生がオピメになったら前提を上手く表現できないことがあります。

そんなときに「Ｗｈｙ？」って聞き続けてもなにも得れません。ある程度、こ

う言いたいんだな…と一緒に考えてサポートする力も持っててください。 

私なら、この場合、「人間は常に年月に比例して成長する。」とでもしますね。

それが正しいかどうかは次のステップへ。 

 

ⅱ 論点整理 

短く正確に！！ 

ようやくオピメの言いたい事がわかりました。でも本当にそうなのか吟味する

余地があります。話がずれて時間かかるのを防ぐために今話すべきことの確認、

まとめをしてください。上の例だと大きくいえば、そもそも本当に２センチ伸

びたのか と、それがこの先ずっと同じペースで伸びつづけるのか ですね。

この２点に関して何を話し合えば結論づけられるのか、ここが見せ所です。強

引だとその話の必要性がわかってもらえずに流されてしまいます。しっかりと

論点提示した際には何故その話をするべきなのか理由をつけてください。かと

いって丁寧に１～１０まで論点提示やりすぎるとＴａｌｋｉｎｇ ｐｏｉｎ
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ｔが多すぎて時間がかなりかかっちゃいます。話さなくても確認できそうなと

ころはさらっと流すか触れないで、ざくっと必要なＰｏｉｎｔをうまくまとめ

て出しましょう。 

 

ⅲ Ｔａｌｋｉｎｇ ｐｏｉｎｔ絞ってﾀﾞｳﾄ！! 

 

理由：先月２センチ身長が伸びた（現在１８０センチ） 

        人間は常に年月に比例して成長する。←Ｗｈｙ？ 

                        体の成長度合いは同じ 

主張：１０年後には身長２メートルになる。             ？ 

                    爪は伸びつづけている 

 

最終的に自分の一番話したかったＰｏｉｎｔに行き着いたら、それまでの自分

に有利なコンセンサス等カンファメする。→ここが言えるかどうかで結論がか

わってくることを説明。例えばこれがＳｏｌｕｔｉｏｎだったら、オピメのＴ

ａｓｋ＝ＰｌａｎがＡＤを導くことを証明する、つまり立証責任はオピメと確

認する。→ Ｄｏｕｂｔ ｂ／ｃ ～ 〔別にＷｈｙ？って聞いているだけじ

ゃＤｏｕｂｔになっていません。それはただのＱです。Ｄｏｕｂｔの根拠はし

っかり立論してください。〕 

この場合、私なら「あなたは体は全部成長し続けると思っているようですが、

歯なんかは成長止まりますよね。じゃああなたの言っている爪が伸びるからと

いって身長も伸びるというこの２つの関係を説明をしてください。」とでも言

ってみますかね。 

 

☆ オピメの立証責任を確認し損ねると、Ｏｂｊｅｃｔｉｏｎ扱いされて立証

責任を押し付けられます。プレゼンに注意しましょう。 

 

☆ 話始めたら、必ずこの話をしたらどんな結論が得られるのか確認しましょ

う。例えばオピメが証明できればＬｉｎｋ確認○、それ以外はＬｉｎｋ確

認×…とか。 
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「議論の仕方２」 

 

さっき書いたのは話の進めていく順番みたいなものですが、ここではまたＳｏ

ｌｕｔｉｏｎで私が見てきた、やってきた議論の傾向というかタイプを紹介し

ます。特に決まりはないと思うので今から出すのは参考程度にして新たな議論

の仕方をみなさんが作ってください。 

 

１．ＭＴＶ、ｆｅａｒコンパリ 

            ＭＴＶ  Ｐｌａｎで抑えようとしている意志 

            ｆｅａｒ 刑罰を恐れる気持ち 

 ＭＴＶ ｆｅａｒ 

 〔in TG’s mind〕 

 

Ｐｌａｎが有効だと結論づけるには、ｆｅａｒ＞ＭＴＶが言えなければなりま

せん。これに対しての議論は２つありました。 

 

a) ＭＴＶがＵＰする。 

b) ｆｅａｒしない。 

 

a) これは、たとえ刑罰によって一時のＭＴＶが抑えられたとしてもその後Ｍ

ＴＶがＵＰするから結局は変わらない、という話です。 

例えば、体罰の話だと罰則強化によって教師が恐れてやらないでおこう

と思っても生徒の態度の悪さに怒って我を忘れてまた殴ってしまう。な

どです。 

[in Teacher ’s mind]   一時はＰｌａｎで恐れる気持ち＞体罰の意志   

                         ↓ 

     >        生徒の態度が悪いからイライラ。        

 ｆｅａｒ ＭＴＶ          ↓ 

            体罰の意志がＰｌａｎの恐怖を上回る。     

     <              ↓ 

 ｆｅａｒ ＭＴＶ        体罰が起こる 
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b) ｆｅａｒ＝Ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ＋Ｃｈｅｃｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍだと

思ってます。たとえば、テストの場合、カンニングしたら０点←Ｐｕｎｉ

ｓｈｍｅｎｔ、先生が見張り←Ｃｈｅｃｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍです。あ

なたはこのテストに受からなければ留年してしまうとしましょう。もし、

カンニングしてもなにも起こらない＝Ｎｏ ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔまた

は先生がどこかへ行って帰ってこない＝Ｎｏ ｃｈｅｃｋｉｎｇ ｓｙｓ

ｔｅｍとした場合、どうしますか？必死になっているならついつい魔がさ

してしまうかもしれないですね。じゃあテストを公正に行う為にはこのＰ

ｕｎｉｓｈｍｅｎｔ，Ｃｈｅｃｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍの２つがしっかり

働くかを調べる必要があります。 

 

今期（２００４年度前期タイトル）では、タバコに関して分煙 PLAN が

ありました。たしかに分煙がしっかりできれば受動喫煙は減ると思います

が、現状でも分煙スペースで平気でタバコを吸う喫煙者がたくさんいます。

私達はその違反者に注意できていますか？私はいつも嫌だと思いつつも、

注意することに対して気が引けてだまってしまっています。このような状

態が AP も続くのなら分煙はしっかりされないでしょう。←この例は私達

によるＣｈｅｃｋｉｎｇ ｓｙｓｔｅｍが機能していないのではないか、と

いう話です。 

 

 

[補足]  この MTV・ｆｅａｒコンパリは人の感情についての話なので、“証

明”という作業をするにあたっては完全には不可能に近いものであると思

います。だからといって、オピメのｔａｓｋを無視した「Ｉｔ ｄｅｐｅｎ

ｄｓ ｏｎ ｐｅｏｐｌｅ．」という言葉のみでは私は受け入れられません。

それならそれでなぜ、AD に導かれるような人がいるのがを説明くらいし

てほしいですね。だから時にこういった意見を出して議論するのは大切な

ことだと思います。 
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２、シフト系 

 

これはＡＤの定義によって話がかわってくるんですがやりようによって  は

Ａｌｌ ｃｕｔとなります。 

例） 社内残業が禁止される→家庭内残業が増える。 

     学校でのいじめがなくなる→放課後のいじめが起こる。 

実はこれは簡単にＤＡとして扱えるので流されてしまいがちです。やり方は… 

 

           ＠会社     ＠家   ◎ＳＱの残業＠会社→過労死＠会社が 

   ＳＱ      ○        ×      なくなる。 

   ＡＰ      ×        ○    ◎ＡＰに残業＠家→過労死＠家が起こる 

             ↑        ↑             

           ＡＤ       ＤＡ 

 

こんなかんじでＰＬＡＮ後に新たに発生している害＝ＤＡと扱ってしまえば

この議論は後に回すことができます。でも、過労死にせよ、いじめ自殺にせよ

何が悪いのかというとその状況が起こることであってどこで起こるかをＱＬ

の一部に捉えることの必要性が疑問ですね。ほんとうにＡＤと呼べるのでしょ

うか？ だから、この議論は２つやり方があると思います。 

 

①ＳｏｌｕｔｉｏｎでＳＱのＨａｒｍとＡＰのＨａｒｍのコンパリ 

②ＤＡとして扱ってコンパリへ。 

 

どちらもやることはＳＱとＡＰどっちが良い状況か、たいしてかわりません。

なので、ｉｄｅａ提示者としてはＤＡプレゼンターになれないというｒｉｓｋ

を背負うよりも、Ｓｏｌｕｔｉｏｎで話したいでしょう。周りは流そうとする

でしょう。ここはどっちでもいいのでうまくＲｅａｓｏｎつけた方に従えばい

いでしょう。どちらが効率いいんでしょうかね。Ｓｏｌｕｔｉｏｎで結論づけ

られるかもしれないという点では先にやってもいいかもしれませんし、結局イ

グザミンしていくのだからＤＡとしてしっかり確認していくほうがごちゃり

を防げていいかもしれないですし… 
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「おまけ プラカ」 

 

Ｐｒａｃｔｉｃａｂｉｌｉｔｙ…ＰＬＡＮ採択可能かどうかという議論です。

関西ではこの話は結構省略されます。流行るときは流行るので一応私の思って

きたことを書きます。 

 

まず、思い付く議論― 

１、 憲法（法律）違反 

２、 お金が足りない 

３、 国民が反対する 

４、 技術が足りない 

５、 政府のＭＴＶが無い 

６、 役員不足ｏｒいない 

 

１、 はそもそも法律の目的なんてより良くするものでしょ。なら、まずはＡ

Ｄ，ＤＡを確認してＡＤ＞ＤＡなら憲法であれ改正もアリでしょう。→

コンパリへ 

２、 ３、に関しては難しい話ですね。どのくらいあれば足りるのか、どんだ

けの人が反対するのか（反対したら無理なのか自体怪しい）が証明しに

くいので曖昧に終わってしまいそうです。出したい人は要プレパです。 

４、 これはさすがにＰｌａｎ実行できないでしょう。そんな非現実的なＰ     

ｌａｎ出すほうがおかしいのです。 

５、 政府のＭＴＶはここで話せませんね。だってＰｌａｎ採りたいかどうか

はＡＤ＞ＤＡかどうかでしょ。じゃあＡＤとＤＡを確認してからじゃな

いとわからないですね。 

６、 これはＰｌａｎがとても厳しくてそんなのやりたい人がいない→Ｐｌａ

ｎを実行してくれる人がいない、といった話です。結構おもしろいと思

います、やったことはないですが。 

 

こんなかんじです。まだ他にあるかもしれませんね、考えてみます。 
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「ＤＡ ユニークネス」 

ＤＡ＝Ｐｌａｎをとって起こる弊害で、現状より悪くなっていることですね。

今期のＤＡをみていたらＰｌａｎ採択のせいで起こることは起こるけど、後者

の現状よりも悪くなっていることを言えていないものがたくさんありました。

ほとんどの Dis セクはもう知っていると思いますが一番典型的なのが抗がん

剤に関して。 

 

ＤＡ：抗がん剤（ACD）を使って副作用死。 

  

 Ｐｌａｎ 保険適用 

 

         安くなる 

 

s/s  抗がん剤を使える 

 

         副作用 

 

 DA  副作用死 

 

     図１  Ｔｅｒｍ ｏｆ ＴＧ‘ｓ ｌｉｆｅ 

 

    ＳＱ                    ｄｉｅ ｏｆ ｃａｎｃｅｒ 

×ＡＣＤ                               × 

                        ｓｉｄｅ ｅｆｆｅｃｔ 

    ＡＰ                  × 

○ ＡＣＤ                         ｎｏ ｅｆｆｅｃｔ   

                                       × 

                                            ｇｏｏｄ ｅｆｆｅｃｔ  

                                                            × 
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図１は抗がん剤を使った後、起こる効果を患者の生きる時間を基準に書いたも

のです。×ＡＣＤとは抗がん剤を使っていないＳＱでの寿命予想です。以下は

ＡＰに抗がん剤を使った場合の効果による寿命の変化をあらわしています。延

命効果＝ｇｏｏｄ ｅｆｆｅｃｔとあらわしてます。抗がん剤の効果は図１の

ように３つの可能性が考えられます。さて、Ｐｌａｎから起こる弊害＝副作用

死ですが、抗がん剤の効果は人それぞれなので現在、証明は難しいでしょう。

つまり、私たちは早く死ぬ、変わらない、長生きする。の３つの可能性をもっ

ていることになります。 

ＤＡ＝Ｐｌａｎから起こる悪い事。確かに副作用で死んでしまうのは悪い気が

します。しかしその一方で長生きできる人について否定もできていません。一

方で早く死に、一方で長生きをする。 

ＤＡ＝ＳＱより悪い状態。果たしてこれは悪い状態といえるのでしょうか？き

っとこういう質問をすると少なくとも副作用死するＴＧにとってはＡＰの方

が悪いといえます！！という答えがきます。そこで争うのは時間がかかるので

２つのストリームを書いてしまいます。 

 

○Ｐｌａｎ              ×Ｐｌａｎ 

    ↓                 ↓ 

ｕｓｅ ＡＣＤ          ×ｕｓｅ ＡＣＤ 

↓     ↓            ↓    ↓ 

①ｌｉｖｅ ②ｄｉｅ         ｄｉｅ ｏｆ ｃａｎｃｅｒ 

ｌｏｎｇ  ｅａｒｌｙ←ＤＡ 

 

こうやって２つのＬｉｎｋのコンセをとっていざコンパリへ。そこですかさず

Ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎ。①で確認した話をＡＡＤとして出します。①と②は反

対の状況ですね。するとコンパリはオフセットという形で一瞬で終わりです。

コンクルージョンへの最短方法であるとみんなに思わせれたら受け入れても

らえます。（本当は議論の余地があるのですが…）ＵＱでもめた際は機転利か

せてこんな風にＡＡＤをぶつけてみるのもありだと思います。 
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「コンパリ～ＴＧとは？」 

コンパリ…ＡＤとＤＡの比較。ここまでしか私には正確にこのステージの説明

はできません。おそらく今から書くことは少々ぼやきになってしまいますがあ

くまで私の考えですお許しください。 

 

そもそもなんで毎回３ｉｍｐａｃｔを出す必要があるんでしょう？まずＴＧ

のコンパリとは何をするのかわかりません。というのも私の中で、ＱＬ×ＴＧ

というのがＨａｒｍの度合いを決める要素だと思っているからです。例えば子

供の命と喫煙者の精神的苦痛…。分けてコンパリなんてどうやってするのでし

ょうかね。ときどきとりあえず出しておくみたいな人がいますがｉｄｅａがな

いなら出すだけ時間のムダ使いだと思います。別に３つとも比べなさいなんて

決まりないのだから。 

 

コンパリに関してはこの３ｉｍｐａｃｔ制は一回生のうちは議論の方法の１

つとして良いと思いますがだんだん飽きてきますね。だからといってまだ推薦

できるコンパリの方法がないので、これから新たなコンパリの仕方を考えてい

こうと思います。 

 

参考に、とあるコンパリの進め方を載せておきます。３インパクト以外のアイ

デアが出たのはいいけど、クライテリアと呼ぶに足りないようなときに有効で

す。例えばＡＤ＞ＤＡ、なぜならＡＤのＴＧは毎日新聞をとっている。ＤＡの

ＴＧは朝日新聞。←意味わかりませんね。 

 

 

ＡＤ＞ＤＡ 

 

Ｊ／Ｇ‘ｄ ｒｅｓｐｅｃｔ ｔｈｅ ｃｒｉｔｅｒｉａ  

       （政府がそのＡＤ，ＤＡの差異を基準ととらえるべきか） 

ｃｒｉｔｅｒｉａ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ） 

ＡＤ＝ 

ＤＡ＝ 
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「コンクルージョンの定義」 

 

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎをしていて終わらなければならない時間がきたときに

よくあるのが、「Ｔｉｍｅ ｈａｓ ｃｏｍｅ． Ｌｅｔ‘ｓ ｆｉｎｉｓｈ ｄｉ

ｓｃｕｓｓｉｏｎ． Ｔｏｄａｙ’ｓ ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ ｉｓ ｔｏ ｋｅ

ｅｐ ＳＱ． Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ！！」とかいう今まで３時間必死に話してき

て結論は「ｋｅｅｐ ＳＱ」ですか。そんな無駄な時間使うくらいなら初めか

ら話さなくても同じみたいになってもったいないです。私はこれがかなり嫌い

です。確かにＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎをしていてコンクルまであまり行かないで

すが、Ｈａｒｍで終わったコンクル、ＤＡで終わったコンクル、コンパリ中の

コンクルはそれぞれ違った意味を持っていると思います。せっかくたくさん議

論してきたのだから一言で「ｋｅｅｐ ＳＱ」と終わらないでその日どんな状

態だから何故そういった結論なのかちゃんと定義してほしいです。こういうク

セをつけるとセオリー理解もかなり進みます。あと、たとえ続きをしないとし

ても～まで話し合ったのだから、次の課題として～ということを話し合うべき

です。ってまとめてくれたらその日のＤｉｓの方向性とかがわかっていいコン

クルージョンになると思います。 

 

例） Ｐｌａｎとらない 

 

                   改善の余地がないＰｌａｎはとる必要がない 

 

  ＰｌａｎがＡＤを導くか確認できなかった。（＝Ａｌｌ ｃｕｔ） 

 

まとめ。今後はどんなＰｌａｎがＡＤを導くのか考えましょう。なぜならＨａ

ｒｍが確認されているわけで改善すべきだから。 

 

といったかんじです。繰り返しますがこれは私の価値観なので押し付ける気は

ありません。ただ、私のテーブルに入った際はやってほしいなと願っています。 
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「聞く力、押す力」 

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎはコミュニケーションが大事。人の話を聞かなければで

きません。しかし決められた時間の中で進んでいくにはある程度は強引になら

ざるを得ません。ここでは私が先輩から学んできた概念を紹介します。これを

学んでからは私のＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎの仕方も少しは優しくなったと思い

ます（笑） 

 

１． 半分のこして半分取る。 

つまり、人は頭ごなしに否定されるとカチンときてしまいます。これでは水掛

け論になってしまいそうですね。なので、全部否定するのではなく認めてあげ

れるところは認めてあげて大事なところだけ否定してあげましょう。 

 

例） “私は受動喫煙者は煙を吸いたくなかったら避けれたと思います。” 

 

  →確かに彼らには外に出るなどして煙から逃れる方法はあったと思いま

す。（一部容認）しかし、彼らがその方法を取れると思っていたとは思え

ません。会議中に喫煙されても出でいこうなんて思えないでしょう？そう

いう面では彼らは喫煙から逃れることができなかったと思います。（一部

否定） 

 

２． 否定せずに保存～後でできるよ～ 

ＰｒｏｂｌｅｍのｃａｕｓｅやいるかどうかわからないＴＧの話などによく

使えます。イグザミナ‐からすればストラテの為に自分の意見を通そうとして

きます。これを強引に否定しても相手はなかなか納得してくれません。だから

といって微妙な話を認めるわけにはいかないですね。そのときは、 

「その話については今決定的な理由、証拠はないですね。じゃあ、あるかもし

れませんし、ないかもしれません。しかしその話について今は必要ないですね。

ここですべきことは～ですし、必要になったときにまた出してもらえますか？

後でも話会えますよ！」 

と言ってみます。大事なのは相手に後でできるから、と話す機会を残しておい

てあげることです。大体それらは後になると忘れられているものですから（笑） 
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「偽善者」 

 

議論が好きな人で毎回Ｃｕｔとかしていたら、だんだん怖がられて、普通のＱ

でも構えられる…そんな人いるでしょう？少しの気遣いで周りへの影響は結

構変わるものです。 

まず、周りの人が良い事…いいＱやＣをしてくれたときは「Ｔｈａｔ‘ｓ ｒ

ｉｇｈｔとかＴｈａｎｋ ｙｏｕ！」などと言ってみましょう。感じいいです。

あとはオピメを置いていって上回生だけで話始めたりした時は、「オピメの意

見聞いてあげようよ！」とか「ついてきてる？大丈夫？」と一言聞いてあげる

だけでも味方なのか！？と思わせることができます。 

 

まあ書き方が悪い人みたいでしたが通常の会話においてもこういった気遣い

ができる人はやはり成功します。是非マスターしてほしいですね。 

 

 

「チェアパは人間」 

 

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ中に激しく議論しているとき、チェアパが介入してきた

らどうしますか？私は「引っ込んでなさい！！」と言わんばかりに敵対心をぶ

つけていました。いい意味でですよ。言いたいのは、チェアパの言っているこ

とは絶対じゃないので萎縮せずに闘ってください、ということ。そうしていく

ことでだんだん議論する楽しさがわかってきます。 

また、チェアパはリフレに関しても、確かに自分達が経験してきたことをふま

えて、自信もって言えるけれどそれはやっぱり絶対的なものではなく答えの一

つでしかないのです。周知のとおり、Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎの答えは一つでは

ありません。人のＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎへの考え方はいろいろあります。だか

ら自分で気に入ったもの、受け入れられないものがあるときはリフレは取捨選

択していっていいと思います。時に矛盾したリフレも受けるでしょうし自分で

どちらがいいか考えることがまた成長につながります。 
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「議論！？喧嘩！？」 

 

今から書くことはかなり批判的なものですがこれからＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎ

界を見ていく立場の人にこんな考えをもったのもいるのだということを伝え

る為にあえてここに書かせてもらいます。他セクの方はわからないかもしれま

せんがそんな話もあるんだと聞き流してください。 

 

私はＫＥＳＳＡキャンプでのＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎは本来やろうとしている

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎとは程遠いものだと思います。むしろときどきＤｉｓｃ

ｕｓｓｉｏｎですらないでしょう。特に最近のは。 

何故、真剣にやっているもの同士なのに失敗して鼻で笑ったり足の引っ張り合

いをしたりしなくてはいけないのでしょうか。そんなのは議論じゃなくてただ

の子供の喧嘩じゃないですか。確かに評価される大会だからそのために自分が

やりたいことがあるなら相手もやりたい事があるのはわかりますよね。時間が

限られているわけだからときに相手の議論を倒さなくてはいけないのだけれ

どやり方ってのがあるでしょう。議論としてぶつかりあって駄目だったらそれ

は自分の能力不足でしかないのだからそれで相手の人間性を否定するのはお

かしいと思います。Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ中は真剣に闘って、それが終わって

からお互いの頑張りを認め合って仲良くなれる…そういった一種のスポーツ

のようになれないのですかね。気遣いと強引さの折衷は難しいでしょうが、少

なくとも来年のＫＥＳＳＡキャンプに私がジャッジに行く事になれば、議論以

外のところで人を蹴落とそうとする態度の人は必ずそれなりの処置を下しま

す。今私がやりたいことはこういったＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎの能力ＵＰに反す

るような状況を改善していくことです。私達（少なくともＡ、Ｂランカー）の

コンセプトは「ｔｏ ｉｍｐｒｏｖｅ ｔｏｇｅｔｈｅｒ」でした。今の現役

生に私と同じような考えをもってくれる人がいてくれたら嬉しいですね。 

 

誤解されると困るのでもう一度書きますが私の願いは「真剣に楽しく議論をし

てほしい」のです。決して仲いい、楽しい＝馴れ合いを求めているわけではな

いので。 

    以上最後は本当にぼやきになってしまいました… 
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あとがき 

ごめんなさい。ついに一週間も〆切遅れてしまいました。大会マネージ２個をなめて

いましたね…疲れた。でもやっぱマニュアル書くならひと区切りついた後の気持ちで

書きたいっていうのが強かったのでこれは全部〆切日から書き始めたものです。…ご

めんなさい（ａｇａｉｎ） 

はあ…かなり短いですね。もっといろいろ書ければよかったのですが最初に書いたよ

うに人が書いていないことで私が言えるようなことなどこれくらいしかないんですね。

それに時間がせまっていましてこれが限界でした。あと慌てて書いたってのもあって

言葉足らず、言葉のミスが多々あると思いますが明日キャンコミさんに渡さないと本

当にダメチーフなので何かおかしければ質問するか自分でなんとかできそうなら訂正

の方よろしくお願いします。 

このマニュアル作成にあたって、法政大学ＯＢさんの黒井先輩、船津先輩との会話中

に教わった概念もまじっていますのでこの場を借りてお礼を言いたいと思います。あ

りがとうございました。 

インナーディスチになって２年、ＫＩＥＦディスチになって１年…濃い日々を送らせ

ていただきました。早かったのかもしれませんがいろいろありすぎて逆に２年間だけ

だったとは思えないですね。だんだんキャラが「怖い」になって知らない人から怖が

られて「なんでやねん？」と思いつつ先輩からチーフは弱みを見せるなと教わり（メ

ンタル弱い私は）途中から発言と本音が一致しない（できない）状態になって苦しみ

ました。でも幸い友達に恵まれていた分、楽しくチーフ業できたのも事実、やってて

よかったと思っています。 

でも、次はもうよっぽどタフな女の子がいない限り、男の子にＫＩＥＦディスチやっ

てほしいなーとか思うのは事実です。（笑） 

なんだかんだでまだＤｉｓ界離れできない私ら（神戸のクロ、京都のちーちゃん）は

今後も勝手にＤｉｓを楽しんでいくと思います。よろしくお願いしますね。 

       ２００４年度ＫＩＥＦディスカッションコミッティーチーフ 

                         石田 絵美 


