
ストリームカンファメーションとその使い方 

 

１、始めに 

引退して久しくなりました。四回生の身ながらもたくさんの大会に呼んでいただき、本当

にうれしく思っているこのごろです。 

さて、引退してから最近のディスカッション界を見ていると、ストリームカンファメ⇒

Talking Pointの設置⇒アーギュ、という形がかなり定着してきたな～という印象を受けま

した。個人的には、よく使った手法なので、何とも気恥ずかしいようなうれしいような気

分です。 

 

しかしながら、その使い方に関して見れば、まだまだ不十分であり、逆に議論の妨げにな

っている感を受けました。これはこのようなディスカッションをよくしていた僕の伝え損

ねた部分でもあると思い、この度少しでも理解の助けになればと思い、マニュアルを書く

ことにしました。 

 

このマニュアルを読む際の注意点を一つだけ。 

自分の頭でも考えてみる！！ 

先輩の書いたものは絶対ではありません。 

なぜ、この手法をとるのか、自分でももう一度考えて見ましょう。 

見よう見まねは大切ですが、自分で考えて使う人とそうでない人の成長具合は全く違いま

す。 

なぜ、この手法をとるのか、自分でもう一度考えて使ってほしいです。 

 

このマニュアルが少しでも皆様の楽しいディスカッションの一助になれば幸いです。 

 

２、ストリームカンファメーションの定義 

偉そうに書き出したものの、定義をはっきりさせていいものかどうか・・・。 

あくまで、僕の考えるものですので。 

定義は『人の ideaの outlineを ideaの初めから終わりまで流れ図として書き、テーブル内

で共通見解を作る作業』かな。 

典型的な例が、Solutionでのオピメの立論。 

あれは planを採択してからＡＤがどう導かれるかを示したもの。 

オピメの planがＡＤを導くまでの outlineを Step Sentenceという論点を一つ出すことに



よってわかりやすくしています。 

 

３、ストリームカンファメを使うことのメリット・デ

メリット 

アーギュメントをする際に、方法は２つあります。 

①ロジックの三角形を書く⇒論点提示⇒アーギュ、という方法。 

②ストリームカンファメ⇒論点提示⇒アーギュ、という方法。 

基本的には同じものなのですが、最近大別される傾向にあるようです。 

基本的に同じものとはいえ、若干の違いがあり、それがメリット・デメリットを生んでい

るからこそ、このように大別されてきているのだと思います。 

メリット・デメリットを整理するために、ここで各特徴を整理してまとめてみたいと思い

ます。 

 

  ロジックの三角形 ストリームカンファメ 

論理の厳密さ 
厳密に行われる傾向あ

り 

あまり厳密に行われない傾向あ

り 

必要のない論点 

を話し合う可能

性 

少ない 多い 

チャートの見易

さ 
見難い 見易い 

イメージ 斬るための道具 立論するための道具 

視野の広さ ミクロになりやすい マクロになりやすい 

 

おそらく、これらの特長が各個人によってメリットにもなり、デメリットにもなりえると

思います。 

例えば、僕は必要のない論点もみんなの理解を容易にするためなら提示して、さっさと流

しますが、必要のない論点を出すことが絶対にイヤという子もいます。 

例えば、あからさまに斬る雰囲気を出した方が効果的だと言う方もいらっしゃいますし、

そのような雰囲気を出さない方もいらっしゃいます。 

ま、この辺は個人のスタイルの問題で。 

僕個人としては、ロジックチャートのときよりもサマリーカンファメがしやすいこと、視

野をマクロに常に保ちたかったこと、などを考慮してストリームカンファメは多用しまし

たね。 



 

４、使い方 

ストリームカンファメーション⇒Talking Pointの設置⇒アーギュをうまく使いこなすため

に、僕がこころがけていたことをつらつら書いていきます。抽象的になりそう、ゴメン。 

 

① ストリームカンファメの前には必ずＱを入れる 

② 論点は大まかに示す⇒細かく示す 

③ 各論点は一言でまとめる(ex: Dr’s ability to carry out Euとか) 

④ 論点はチャートに必ず書く 

⑤ 論点を提示する際は必ず自分がアーギュして斬るポイントを入れる 

⑥ 各論点を話し合うことについて必ずコンセを取る 

⑦ ゴールカンファメーションを必ずする 

⑧ 自分のアーギュに必要のないところは自分で立てて終わらせる 

⑨ 自分のアーギュに必要なところにダウトをかける or objectionをかける 

 

ここからは、実際のアーギュメントをする際の例を出しながら、上記のことを説明しよう

と思います。 

内容はベタにトピックが中絶で「海外で中絶するよ！」っていうアーギュを出すまでのプ

ロセスです。 

 

Opinion 

Problem: Abortion is carried out. 

Harm: U/B die. 

Plan: J/G should prohibit the abortion by economic reason. 

Punishment 

 TG: For Dr and Mother 

 Contents: 10 years prison 

AD: U/B will not die. 

 

Plan Areaにて 

A: May I ask you about the task of punishment? Task of each punishment is to prohibit 

the abortion by economic reason, right? 

B: Yes 

A: OK, so it means plan works like this? 



(チャート 1) 

Plan will be taken, so Dr will not carry out abortion, because there will be punishment. 

So Mother will not have ability to have abortion. So finally, abortion will not be carried 

out, is it right? 

B) Yes 

A) OK, now we can confirm how plan works, is it OK for everone? Do you have any 

question about this plan? If noone has question, let’s go to next stage. 

 

まず、plan area でＱをして先にストリームを出しておきます。こうすることによって、

Solutionで talking pointを提示した時にテーブルに違和感なく提示することができます。 

いきなり Talking pointを提示されても「え？」ってなること間違いないので、先にこうや

ってみんなの理解をそろえておく必要があります。 

 

Solution Areaで 

オピメの Solutionの説明が終わったところから。 

A) OK, then in order to understand the solution, let me check my understanding about 

the solution 

.  

Firstly, the plan will be taken, so Dr will not carry out, because of ths, mother will not 

have the ability to have abortion, so abortion will not be carried out. Then we can get 



AD, because abortion is the way to kill U/B. Is it right? 

B) Yes 

A) OK, then in order to get AD, we need to confirm these points. So why don’t we 

examine one by one? This is because if we examine many points at the same time, we 

will easily be confused. So why don’t we examine one by one. Is it OK for you? 

Everyone) Yes 

 

ここまでが 

② 論点を大まかに示す 

③ 論点を一言でまとめる 

④ チャートに必ず書く 

⑤ 論点提示する際に斬りたいポイントを入れる 

⑥ 各論点を話し合うコンセを取る 

をしています。 

 

A) Then, if we can confirm all of them, we can get AD, but if we can’t confirm one of 

them, we can’t get AD. Is it OK for you? 

Everyone) Yes 

 

ここまでが⑦ゴールカンファメ。 

 

A) Then, let’s talk one by one. About 1st one, I think it’s clear, because after plan, 

punishment will be set up. So the risk to be punished will be bigger than merit to carry 

out abortion. So I think it’s clear. Do you have any question or doubt? If someone has 

question or doubt, why don’t we treat it? 

Everyone) No question and doubt 

A) OK, now we can confirm 1st talking point. 

 

ここまでが⑧自分のアーギュに関係のないところは自分で立てて終わらせる 

おそらく反論してくる子もいると思うので、その時は慌てず騒がず、一つ一つ処理してい

ってください。 

 

A) Then let’s go to 2nd talkinpoint. 2nd talking point is mothers have no ability to have 

abortion. In order to talk about this point, may I ask you about the ability. 

I can imagine 2 kind of situation about ability. 

1st is only in Japan. 



2nd is not only in Japan, but also foreign countries. 

I’ll explain one by one. 

About 1st one, mothers have no ability to carry out abortion, if they are in Japan. 

About 2nd one, mothers have no ability to carry out abortion in this world. 

I want to know which your idea is. 

If you choose 1st one, I want to set up one more point to examine. That’s whether 

mothers will not go to foreign countries to have abortion or not. This is because if they 

have abortion in foreign countries, U/B will be killed. 

If you choose 2nd one, I want you to explain why they don’t have ability to have abortion. 

This is because I can imagine they may have abortion in foreign countries. 

Which is your idea? 

B)(ここは 1st でも 2nd でも argはできるのでＯＫ、まぁ、仮に 1st を選んだとして) 

A)OK, let me confirm his idea, in his idea, mothers will not carry out in Japan, and they 

will not go to foreign countries for having in foreingn countries. 

Then in order to examine his idea, we have to confirm 2 points. 

(チャート２) 

1st one is mothers will not have abortion in Japan. 2nd one is moethers will not go to 

foreign countries for having abortion. This is because these 2 ways is the only way to get 

abortion. So Why don’t we confirm one by one? Is it OK for you? 

Everyone) Yes 

A) If we can confirm these 2 points, we can confirm 2nd talking point, but if we can’t 

confirm one of them, we can’t get AD, is it OK for you? 

Then about 1st one, I think it is clear, because we have already confirmed there is no Dr 

who carry out abortion. So I think it is clear. Do you have any question or doublt? 

Everyone) No 

 

ここまでが、⑧自分の議論と関係のないところは立てて終わらせる、というところです。 

徹底的にハンドリングして、さっさとごちゃらないように議論を進めていきます。 

 

A) then, let’s talk about 2nd point. About this point, would you tell us why you think they 

will not go to foreign countries for having the abortion? 

 

ここからは、おそらくパーシャルカットになるので書きません。 

でも、こうすることによってごちゃらずに論点提示⇒アーギュメントができるのはわかっ



ていただけたかと思います。 

 

このように、まずは Solutionでオールカットをたたせるためのプレゼンをプレパして、実

際出してみることをお薦めします。 

Solution でアーギュができるようになれば、突発的に出てきたアーギュメントに対しても

ストリームカンファメ⇒論点提示⇒アーギュ、ができるようになると思います。 

 

５、注意点 

さて、ここまでできるだけ誰でもストリームカンファメ⇒論点提示⇒アーギュができるよ

うに書いたつもりですが、いくつか注意点があるので、目を通してください。 

ここまでできてて初めて挑戦してほしいな、と思います。 

 

① ロジックの三角形は「正確に素早く頭の中で」書ける 

② プレゼンのベタ書きをして添削をしてもらった 

③ 圧倒的なオーソリティを前半でつかむことができる 

④ アーギュを出すまでのプレパができている 

 

 

①ロジックの三角形は「正確に素早く頭の中で」書ける 

これは、論点提示をする際にも、論理的に物事を考える力がなければ論点を出したくても

出せません。ロジックの三角形が正確にかけない人は、『正確に素早く頭の中で』三角形が

かけるようにしてください。 

② プレゼンのベタ書きをして添削をしてもらった 

ベタ書きを見てもらえばわかると思いますが、チャートを使ったり、プレゼンがよくない

と伝わらず流されてしまいます。自分でプレゼンがあんまりよくないと思う人は、しっか

りベタ書きして先輩に見てもらいましょう。 

③圧倒的なオーソリティを前半でつかむことができる 

このやり方の難点は、ちょっと強引な印象を与えてしまうところでしょうか。このやり方

で議論を進めていくためには、前半から積極的に介入して、テーブル内でオーソリティを

高めておく必要があります。ある程度オーソリティが確立されていれば、少々強引に介入

したとしても皆が聞いてくれるからです。 

④アーギュを出すまでのプレパができている 

このやり方はアーギュを出すまでのプロセスが長いため、ここまでプレパがきちんとでき

ていないとごちゃりやすいのは確かです。しっかりプレパして、しっかりハンドリングで

きるようになっててほしいです。 



 

これらのことを完全にできているほうが、効果的にこの方法を使えると思います。 

くれぐれも背伸びしすぎず、自分の実力に合わせて成長していってください。 

あと、くれぐれも自分でもよく考えて！！ 

このマニュアルが皆様の成長の一助に、そして楽しいディスカッションの一助になれば幸

いです。 
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