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Confirmation  
～実におもしろい～ 

 

こんにちわ！今回『Confirmation』を担当させていただく明治大学３年森田圭です。 

DIS をやっている人の中で、カンファメという名前を聞いたことのない人はいないと思います。で

もカンファメって、ひとたび日本語でディスをやったときに、これほど意味のわからない行動はな

いはずです。 

「○○だと思います。」   「確認しますッ！！☆」    「・・おいどうした急に？」   だよねｗ 

謎です。何の儀式ですか！！ 

ただ僕が思うのは、これが本当に必要ないものなら今頃存在してないだろうなってこと。では何

故やるのか？それがいったい何なのか？まずそこから考えていこう！！ 

 

始めに言っておきたいのは、カンファメは単なる手段なんですよーって事！！ 

手段を教えることになるので、つまりこのレクチャーは HOW TO本みたいな感じです。 

俺らがやっている DIS は Policy Determining Discussion(政策決定会議 略 PDD)だから、

『Take Plan するかしないか』が目的のはず！！その目的を達成するために、会議を進める必要

性(Suggestion 提案)と深める必要性(Objection 反論)がある、と。そのためには全員が話を

共通理解していることが前提になる。そこで初めてカンファメの必要性が出てくる。（笑） 

よって、カンファメはそのようなもっと大きな目標のための単なる手段なんです！！ってこーと。 

そこを念頭において！！目の前のスキルに没頭しすぎて本質を見失わないこと☆ 

ではカンファメについて一個一個見ていきましょう☆ 

 

目次 
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⑦最後に 
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①カンファメって何？？ 

定義  

全員の共通理解のための確認作業。 

です。 

Dis は全員が理解して進むのが前提です。誰かを取り残して進めるのはタブー！！しかし、僕

たちは英語で Discussion している分、理解が必ずしも同じスピードで進むとは限らないね。そ

の理解の差を埋めるためのツールとして使われているのがこの『カンファメ』ってやつです。 

 

さらにカンファメは大きく分けて二種類あります。 

① 自分の理解を埋めるためのカンファメ 

② みんなの理解を埋めるためのカンファメ 

 

① 『自分の理解を埋めるためのカンファメ』 

同じ Table の人が意味わからんこと言ってるなーって思った経験はみんなあると思います。そ

んな時に自分の understandingが合ってるかを確かめるカンファメです。 

基本的に（May I check my understanding?・・・・・Is it right?）ですね。 

② 『みんなの理解を埋めるためのカンファメ』 

自分以外の人がわかっていない時に、全員の理解をそろえるために行なうカンファメです。 

自分がカンファメしたときに、誰かが「あーッ☆なるほどぉ！！」的な顔で見てくれると嬉しいよ

ね～(｡￫∀￩｡)  

 

そして、このレクチャーでは主に②の『みんなの理解を埋めるためのカンファメ』について言及

していきます。 

 

②どんなカンファメがあるの？？ 

・Summary カンファメ 

定義： 数多くでた話の要点を確認すること。 

言い回し： ○ex  I’d like to summarize this talking. 

Point： １、コンセがとれた部分だけを中心にプレゼンすべし！！ 

２、一枚のチャートにおとせたら better！！ 

タイミング： 

ある wordでごちゃった時、一つの話で広がった時。 

（area itselfのサマカンは個人的にあまり必要性が感じられないです。だって長いじゃんｗ） 
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・Repeat カンファメ 

定義： ある人の発言を make sure すること。 

言い回し： ○ex  I’d like to confirm～  Let me confirm～ 

Point： 言い換え表現を使うべし！！（wordも sentence に関しても） 

タイミング： ある人の発言がわかりづらかった時。 

 

 

・Goal カンファメ 

定義： 話している話の終着点を確認すること。 

言い回し： ○ex  I’d like to(Why not) confirm goal of this talking. 

Point： チャートにはゴールのその先も確認すべし！！ 

タイミング： 誰かがコンセを取りにきた時、アーギュを出してきた時 

 

 

・procedure カンファメ 

定義： どんな手順で進めるかを確認すること。 

言い回し： ○ex  I’d like to confirm procedure to the goal. 

Point： 定めたゴールから何をすべきか(何が必要か)を逆算せよ！！ 

タイミング： カオスのときｗ 

 

 

Talking Point カンファメ 

定義： ある claim(goal)を達成するために必要な事柄を確認すること。 

言い回し：○ex  In order to achieve this claim, there are 3 talking point. 

Point： ・ロジックを書けなきゃ T/Pは置けない。 

     ・前提に気をつけて。 

タイミング： 誰かがコンセをとりにきた時。アーギュを出してきた時。 

 

 

Conclusion カンファメ 

定義： ある Qから始まった話から最終的に得られた結論を確認すること。 

言い回し： I’d like to conclude this talking. 

Point：基本的に得られた結論のみを確認。その結論になった理由などは言わなくてよい。 

タイミング： 一つの話が終った時。 
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③なんでカンファメうまくいかないの？？ 

「カンファメがなぜかうまく浸透しない」 

「ちゃんと発言者の言ってることくみとってるはずなのにミスった」 

などの悩みをもった人は少なくないと思います。 

ではまずは体系的に話の流れを確認してみましょう！！ 

そして一体どこの段階であなたがどこで間違いを犯しているか、すなわちカンファメの上手く

いかない理由を Make Sure しましょう。 

 

              V/P: リスナー       V/P: リスナー 

               理解する         カンファメする 

    １             ２              ３ 

 

１、発言者には、例えばこんな Q したい or こんなコンセとりたい or こんな objection したいと

いうインテンションの元、その発言者がした発言のことです。 

２、それを聞いた人（=リスナー）が発言者のプレゼンから発言者の言わんとすることを理解す

ることです。 

３は理解したものをプレゼンすることです。 

 

そしてこの一連のコミュニケーションの流れの中で、もしあなたがミスっているとすれば、２の

Misunderstand もしくは３の Bad Presentation のどちらかのステップになりますね！！ 

 

２の Misunderstand の場合、 

なぜ間違って理解してしまうのか？ そもそもリスナーが理解する以前に、発言者の言いた

い事とプレゼンが必ずしもマッチしているとは限りません。発言者自身がもどかしい気持ち

を抱いていることもしばしばあります。何を言ったかではなく、何を言いたいかを見つけるこ

とに Top priority を置いてください！！ 

 

相手の言っていることが本当わからない時 

自分の理解が間違っていると思った時 

・ しゃべらせまくる！！ 

・ イメージをチャートに書かせる！！ 

・ Q をしまくる！！ 

これに徹します。 

だって、発言者以外がリーディングカンファメで「こうでしょ？」「いや②こっちでしょ？」って

いい続けても、結局「どっちも違う」なんてなったらそれこそ時間のムダ。だったら、初めから

発言 
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いっぱいしゃべってもらった方が早い。よって、発言者の意思を尊重して以上の３つやって

みて相手の思うを見つけてください。 

 

 

３の Bad Presentation の場合、 

 

浸透するプレゼンには３条件があると勝手に思ってます。 

プレゼンの工夫 × 英語力 × 伝える気持ち 

この３つのうちのどれか一つが、ゼロになると浸透率もゼロになります。 

ではさっそく深く掘り下げてみましょう！！ 

プレゼンの工夫 

・CCF（Conclusion Comes First） 

自分の言いたいことを一番先に言うこと。理由や例などはあとから肉付けしていく形でプ

レゼンするスタイル。 

・NLC（Numbering Labeling Contents） 

Numbering…話すポイントの数 Labeling…その題名 Contents…その題名の内容 

・AREA（Assertion Reasoning Evidence Assertion） 

主張⇒理由⇒証拠⇒主張 

始めに話の結論を主張として言う。次にその理由とそれを裏付ける証拠を提示する。最

後に再び話の結論を言うというプレゼンスタイル。 

・チャート（別紙配布） 

 

英語力 

こればっかは自分で努力するしかないっすね（笑） 

ぶっちゃけ俺もそんな英語得意じゃないし！！ｗ 

でも色んな英語苦手な人のプレゼンを聞いてきました。それを通して、ここを直せばだいぶ

変わるなーって思う箇所があったのでそこを載せておきます！英語を使う上で大事な部分

だと思ってます。勝手にｗ 

 

A、接続詞 

文と文をつなげる役割。この接続詞を正確に使ってくれれば、内容は伝わらなくてもスタ

ンスくらいはわかるかな！『But』が来たらもちろん反論スタンスだろうしさ。 

EX） 
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B、時制 

時制とは、動詞が表す内容の時間的位置のこと。 

要は、過去・現在・未来くらいは区別してほしい☆ 

たまにいます！コンセとり終わったのに、焦って「He wants to take consensus」って言い

始める人。単なる英語の間違いでゴチャるのはもったいない！！ 

 

C、word choice 

言葉は一つ一つ持つニュアンスが違って、同じ意味の言葉など存在しないんですが、自

分のイメージとかぶる言葉はいくつか見つかると思う。自分の持つイメージに近い言葉を

選んでプレゼンしてほしいな！自分のイメージにかぶる言葉の中で言い換えをしてくれる

と浸透率はさらに上がるよ☆ 

 

伝える気持ち 

これ大事！！どんなにスキルフルで、上手だったとしても肝心の emotional の部分で求心

できなければ、そもそもみんなあなたのプレゼン聞いているようで実は聞いていません！ 

伝える気持ちはどのように顕在するのか？どんな部分で人の気をひきつけるのか？ 

チェックシートのようなものを作ってみたので、自分が何個当てはまるか自己分析してみて

ください。 

＜チェックシート＞ 

□目線を全員に配っている                □ゆっくりプレゼンしている 

□声は大きい                         □自信を持ってプレゼンしている 

□ムキになっていない                    □抑揚をつけている（強弱） 

□チャート動かさない                     

 

どうでしょうか？？ついムキになったり、早口になったり、７つだけですが全て満たしている

人は多くないと思います。自分のできない部分はプレパで直すしかないね！Table 始まる前

にこの類の目標として言っておくといいかもね。先輩に指摘してもらってください！！ 

きっとこれ以上まだあると思うから自分で見つけて直して言ってね！！ 
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④マクロなカンファメって何？？ 

よく先輩から言われませんでしたか？ 

「ごちゃった時にもっとマクロな視点がほしかったな。そこカンファメすればよかったのに！！」   

うむ、なんすかそれ？ｗ マクロな視点？マクロなカンファメ？もっと詳しく教えてくれー!!って

人がいるんじゃないのかな、と思いこの章を作りました。 

 

マクロな視点とは・・・話のスタートとゴールを見据える事です。 

 

ASQにおけるたいていの話は Questionから始まります。この型は見たことありますよね？ 

Q－C－A－C－S 

ASQはいわばこの『QCACS』の連続です。 

でも中には疑問を持つ人もいるでしょう。 

「QCACS は知ってるし、その流れに沿って DIS 進めるのが早いのも知ってるっす。けど現実そ

うもいかないっす！！それがくずれてゴチャることがあるんですよ～！！」 

 

QCACSの流れがくずれているわけではありません！ 

・・・それは、Q がわかりづらかったり、A の妥当性が低かったりすることから、1 直線の流れだ

けで終わらない。ただそれだけです。そのようなQやAにはまたQCACSが連続します！！・・・

その複雑性から、話のつながりを見失い、スタートとゴールがわからなくなり、コンフュージョン

へ・・・。 

今の話をマクロに見てみましょう☆ 

 

Q-C-A-C-S      （←幹） 

QCACS  QCACS 

   QCACS   QCACS  （←枝） 

 

ゴチャリとは、枝分かれしてちょっと遠回りしているだけです。 

スタートとは、一番最初の Qであり、ゴールとはその Qに対する最後に来るべき Aです。 

枝分かれしている最中でも、幹のことを常に念頭において、その最後の A を意識したカンファ

メこそがマクロでゴールを見据えたカンファメと言えるでしょう！！具体的には、ゴールカンフ

ァメと、T/P カンファメ（orプロシカンファメ）をこまめに入れることです！！ 
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⑤カンファメはいいけど、そこで終わるなー！！ 

Table をやっていて、よくありますよねコンフュージョン！！まぁ一つコンフュージョンと言っても

色々な種類があります。あれをどうにかできるようになりたいよね☆ 

そこでみんなに一つ質問です。 

こんな人見たことありませんか？ 

ゴチャってる時に、Confirmation!!って言って、発言の内容だけカンファメして、「That’s right.」

って言われて「I catch. Thank you!!」って言って満足して話から去ってく人。ｗ つまりリピカン

で終わる人です。 

 

確かにカンファメはきれいで、合っててめちゃくちゃ上手なんだけど、その後放置プレイ？みた

いな。その後なんとかしてくれるんじゃないの～？？ｗ あ、ちなみにリピカンはダメじゃありま

せん！！むしろとっても必要なものです。それがなければ発言者が何を考えているかわからな

いもんね☆でも、リピカンで終わってしまうのはちょっとさみしいですね。 

結構みんなの中でもやっちゃったことあるって人もいるんじゃないかな？ 

人のふり見て我がふり直せ！！ 

一番最初にも言ったけど、 

カンファメは 目的ではなく、あくまでも手段であるべきもの。 

 

   ＜手段＞         ＜目的＞ 

                    Suggestion!!(先へ進めること) 

     ○C  

                    Objection!!(反対意見を出すこと) 

 

カンファメはどんな場面でも行なわれているけど、そのカンファメが目的化した瞬間、それは

Discussionではなく、ただの英語力発表会です。 

それは本意ではないよね。 

つまり、ゴチャった時にカンファメをして、終わってしまったらまずいって思ってね！！ 

そこを認識したら、ではカンファメをした後具体的にどうすればいいのか？については次の章

で話します。 
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⑥こんな時どうする？？ 

誰かさんがコンセを取りにきて Tableが停滞したとき。 

 

原因   １、取りたいコンセの内容がよくわからない！！ 

      ２、内容はわかるが、「違くね？」って思っちゃう！！ 

１の場合、 

解決策 

 

 

 

 

 

 

 

２の場合、 

解決策 
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⑦最後に・・・ 

どのレクチャーにも当てはまると思いますが、レクチャーを受けて内容を理解できたからと言って

イコールで DISができるようになったという事は意味しません。 

『①知る⇒②理解する⇒③できる』 この三つのステップをクリアして『できる』ようになります。 

 

①は自身の中で消化すること。②は他人に説明できるまでに理解が達すること。③は知る・理

解するを通して、実践で成功することです。 

僕らレクチャラーができることはこの②の『理解』までが限界です！！よって、その後これらのス

キルを生かすも生かさない（できるようになるもならない）もすべてあなた次第となります。 

このレクチャーを通して自分に足りないものや付け足した方がいいものを発見し実践に生かし

てほしいと願うと同時に、それを通してディスの楽しさに少しでも気づけてもらえればこれ以上

の喜びはないですね☆ 

 

ざっつおーるです。 

何かわからないことがあったら何なりと連絡ください！！ 

何でも答えます！！気軽に連絡してもらってかまわないので☆ 

 

文責： 2008年度明治大学 

Discussion section chief 森田 圭 

 

 

 


