
 
 

3C Handling 

 
<Term Definition>: 3C in Handling 

                               1, Non-Verbal Communication 

                           2, Verbal Communication 

                             3, Strategic Communication 

 

                : 3C in Discussion 

                 1, Cooperation 

                  2, Collaboration 

               3, Conclusion 

      

3C Handling will take us to the Discussion with 3C. 
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Chapter 0  Introduction 

 

ハンドリングとは何を指すのか。いろんなセオリーブックにそれぞれ意味が書いてあり

ますが、個人的にハンドリングとは“自分で設定したゴールにテーブルを誘導する一連

の作業”であると考えています。他のそれと大きな違いはないのですが、多くの人がトリ

ートとハンドリングを区別しているのと違い、自分はトリートもハンドリングの一部であ

ると考えます。それはこれからの講義を見ていけば分かることと思います。 

 

 ハンドリングというのはディスカッションにおいて非常に重要な役割を果たします。な

ぜなら、テーブルを先導する人がいなければディスの purpose としている“to decide the 

policy = to get conclusion”の達成が極めて困難であるからです。というか話が終始ごちゃ

ごちゃして停滞していたらつまんないですよね。Handling はそんな停滞を打開し、ディス

を面白いような展開に持って行ってくれる救世主的スキルです。それ故に、Handling の技

術は重宝され、常に Handler というディススタイルを追い求める人がいるのです。そうい

う筆者もまさにその一人です。 

 

 社会一般では、Handling の行為は“ファシリテーション”と言い、それを使いこなす人

は“ファシリテーター”と呼ばれています。ここからわかるように、Handling の技術は社

会でも必要とされ、ディスで培ったものをそういった場でも適用できるのです。というこ

とは Handling の技術を高めることは、社会が必要としている能力の一部を身につけること

と言ってもいいと思います。 

 

 では Handling をする上で一番必要なものは何か。それは求心力、いや、“吸心力”＝

みんなの心を吸い寄せる（得る）力であると思います。これが無くてはいくら

Suggestion やプレゼンをしても、テーブルの同意を得られず、自分の意のままに進めるこ

とができません。Handling をする上で、この力は必須であると思います。 

 

 ということで、今回は３つの章から Handling を解剖していきたいと思います。Chapter 

1,2 では、“信頼”という点で心を吸い寄せるための２つの C である、“Non-Verbal 

Communication”と“Verbal Communication”について、Chapter 3 ではその信頼を

武器に自分の描くゴールへとテーブルを進めていくための 3 つ目の C である、“Strategic 

Communication”を説明していきたいと思います。 

 



Chapter 1  Non-Verbal Communication 

 

Non-Verbal Communication（以下 NVC）は、非言語コミュニケーションと呼ばれ、

言葉以外の手段を用いたコミュニケーション（メッセージのやりとり）であり、コミュニ

ケーションの場においてとても重要なものとされています。非言語コミュニケーションの

パイオニアと言われている学者のレイ・L・バードウィステルは、「二者間の対話では、こ

とばによって伝えられるメッセージ（コミュニケーションの内容）は、全体の 35%にす

ぎず、残りの 65%は、話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間の取り方など、言葉

以外の手段によって伝えられる。」そして、「集団になると、話そのものの伝達はたった

7％になってしまう。」、との研究結果を示しています。つまり、話が伝わるか否かという

のは、話の内容よりも、それをどう伝えるかによるのです。（ここに関しては Chapter 2 で

もう一度触れます。） 

 

また、自分が話をしているときに、目を合わせてくれたりうなずいたりしてくれている

人と、ノーリアクションで聞いている人だったら、前者の人のほうがより“安心”できま

すよね。「あっ、自分の話をよく聞いてくれている。」みたいな。 

 

この安心感の植え付けこそが非常に大事。この安心感がテーブル全体に広がると、

いざごちゃった時や、プレゼンをしている際に、その人の方へと目線が向いてきます。な

ぜかというと、「この人ならどうにかしてくれる or よく話を聞いてくれているから、自分の

言ったことを理解してくれるだろう。」といったような“頼る”気持ちが潜在的にあるから

です。 

 

こうした信頼を得ると、Handling をする上でのメリットが 2 つあって、1 つ目は

Confirmation をすぐにいれられること。2 つ目は自分の Suggestion にみんなが乗って

くれやすくなることです。 

それがなぜかというと、“テーブルに任せられている”からです。自分の言ってることに

自信が無い人というのは、プレゼン後に自分の言ったことを分かりやすくまとめてほしい

ものです。それを期待できる人の方を自然に見ながらプレゼンをしていきます。そうする

と、「この人がカンファメをしてくれる・するだろう。」という空気がテーブルで自然に作

られてきます。あとの展開は予想つきますよね。笑 二つ目も同じような要領です。 

 

 

 



ではどういったものが NVC なのか。すごくいろんなものがあるので全部を載せることは

紙面の都合上できませんが、とりわけ大事だと思うものをいくつか挙げておきます。話す

面でも聞く面でもぜひ意識してみてください。 

 

 

NVC 要素 

・アイコンタクト（話すときも聞くときも人の目を見る！） 

・レスポンス（話の理解に対する意思表示の一つ。全くないと不安になるから注意） 

・うなずき（上と同じですねー。） 

・笑顔（笑顔が素敵な人っていいですよねー） 

・ジェスチャー（ボディランゲージほど使えるものはない！） 

  

 

等など。他にもいろんなものがありますが、詳しい解説は以下のアドレスの HP を見てみ

てください。 

参照）http://www5e.biglobe.ne.jp/~muraryo/page064.html 「非言語コミュニケー

ション」 

 

 

 NVC でテーブルに安心感を浸透させたら、Handling の第一ステップは完了です。しか

しいくら雰囲気が良くても、場の話を全然まとめられないと、残念ながら信頼はできませ

んよね。なので次は信頼を得るための第二ステップである、“話をまとめること”というこ

とで、Verbal Communication の話をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いやぁ、僕たちも雰囲気がいい

だけではだめなんですよ、えぇ。

しっかし、いい湯だなぁ。。 

http://www5e.biglobe.ne.jp/~muraryo/page064.html


Chapter 2  Verbal Communication 

  

 Verbal Communication（以下 VC）は、言語コミュニケーションであり、言葉による

コミュニケーションを指します。ディス中は様々な発言を積み重ねていきますが、“信頼を

得るための発言”という観点でディス中の発言をみた場合、“トリート”がそれに当てはま

ると思います。なので、ここでは主にトリートについて解説していきたいと思います。 

 

 トリートとは、“話をまとめ、収束させる作業”と筆者は定義します。交通整理なん

て言われ方もするみたいですよ。 

トリートというのは、簡単に言ってしまうと、Reading Confirmation＋Leading 

Confirmation です。相手の言っていることを理解し、ゴールを設定（抽出）して、ゴール

までテーブルを誘導する。これがトリートです。 

 

＜トリートの流れ＞ 

とにかく話を聞く → 話の理解 → 収束法の把握（ゴールとトーキングポイント） → 

収束法の実践（Leading） → 次の話へ 

 

① とにかく話を聞く 

 まずは相手が何を言いたいのか、テーブルの話の流れを聞くことが先決です。特に、入

り組んだ話になった時こそ、まずはしっかりと聞かないと話の理解につながらず、効果的

な Suggestion を導くことはできません。それを踏まえて、ディス中は話を“傾聴”する

ことが、次につなげるために必要不可欠です。※傾聴…耳を傾けて、熱心に聞くこと。 

 

② 話を理解すること 

 話を傾聴したら、理解をします。相手の採りたいコンセンサスは何かを把握する。ある

いは、ごちゃりの原因の発見もそうですね。相手の・テーブルの“ニーズ”をつかみます。 

 

しかしながら、場に出ている話だけではどうしても理解できないときがたまにあります。

そこで必要な技術が、相手の話の背景を Read する（読み取る・推測する）力です。

「相手の採りたいコンセはどのように行き着いたらそうなるのか。」「あの人がこう言って

いるのはもしかしたらこういう前提に基づいているのでは。」といった部分を読み取り、そ

の事実をテーブルみんなで Confirm することが、話の理解を促してくれます。 

忘れてはいけないのは、Reading によって相手の話の背景を洗っても、それ

を自分だけの理解だけに留めていてはいけないということです。分かったことはし

っかりとテーブルに浸透させましょう☆ 



♪おまけポイント part1♪ 

・話を理解する上でのコツ 

 →ストリームで理解＋“自然な”考えで前提をひねり出すこと。詳しくは講義のと

きに説明しますよ☆ 

 

③ 収束法を把握し、④実践する 

話が理解できたら、あとはそれを終わらせるように導くだけです。採るべきコンセ・消

し去るべきごちゃりのポイントの提示（ゴールカンファメ）、コンセを採るために・ご

ちゃりを消すためにしなければいけない事柄の提示（トーキングポイントカンファメ）

して、Let’s examine them one by one です。各トーキングの終わらせ方は、エビを

探して、なければ×Sure にするとか、みんなが imagine できたらコンセにするとか、

その場に応じて的確な用法で以て引っ張ってくださいな。 

 

♪おまけポイント part2♪ 

・惹きつけて、牽きつけるプレゼンのススメ 

いくら良いことを言っていても、テンションが低かったり、プレゼンがしっかりしてい

ないとイマイチ乗り気になれませんよね。自分が今まで見てきた Handler と言われている

人は、みんなプレゼンがしっかりしていて、聞いてて「うん、乗ろう！」と思えるもので

した。 

いったい何がそうさせているのかというと、勿論内容がしっかりしているのもそうなの

ですが、聞いていて惹かれるんですよね。抑揚があって、声もしっかり通っていて、テ

ンポもテーブルに合わせている。そういう細かい意識が“伝えて、引っ張る”上で大きな

役割を占めてきます。Chapter 1 の冒頭に前述した通り、プレゼンが伝わるかどうかは言

葉以外の部分にも大きく起因しています。単なるプレゼンではテーブルを引っ張ることは

できません。“テーブルを巻き込む意識”がプレゼンにも見られなければいけません。

そう、Handling は吸心力ですよ！ 

 

 

 さて、ここまでの章では、信頼を得るための Communication として二つのそれを紹介

してきました。これらはどちらが欠けてもいけません。いくら雰囲気が良い人でも、うま

く話をまとめられていなかったら信頼はしにくいでしょうし、その逆も然りです。これら

二つをディス中に意識し、その次のステップへと繋げましょう！ 

 

 

まとめ； NVC による安心感 × VC による安心感 ＝ 絶対的な信頼 



Chapter 3  Strategic Communication 

  

 Strategic Communication（以下 SC）とは、“戦略的コミュニケーション”であり、

Handling が描く最終地点へとテーブルを導くための布石を置く上でのやり取りです。自分

の展開したいディスが“必然的に”出来るようにするには、話の進路に対するコンセンサ

スはもちろんのこと、相手の議論を立論させない・自分の議論を立論させるためのコンセ

ンサスも含め、緻密な計算と戦略が必要となります。 

 

 この章では、「とりたいコンセをいかに自然にとるか。」というところに着眼し、そこか

ら自分の議論をどのように展開していくかという部分に触れていこうと思います。 

 

 まず始めに Handling をする上で（自分のアーギュで Policy を決定するために）採って

おくべきコンセンサスをいくつか紹介します。 

 

・自分のアーギュを立論するときに使うロジックの Data と Warrant 

 →自分の意見を確立させ、フィールドを自分の形に出来る。 

 

・自分のアーギュに優位性を付けるときに使うロジックの Warrant（主にコンパリ時） 

 →コンクルージョンへの決め手 

 

・（相手のアーギュを立論させないときに使うカウンターロジックの Data と Warrant） 

 →予め相手のアーギュを切れる準備をしておくと、自分の議論を展開しやすい。 

 

・（Policy Determine の時の Judging criteria や、area task） 

 →前者はコンクルゲットの決め手として、後者は相手の議論を適切な場所へと流し、反

駁しやすくするために不可欠。 

 

・（プロシードする上でのお決まり事 ex. Evi がなくて、かつ imagine できなければ×sure

とか。） 

 →スムーズな進行でリーダーシップを発揮できる。こうしてサクサク進めていき、自分

のフィールドへと早く誘導する。 

 

 上の２つは少なくとも、自分のアーギュを展開する前に予めコンセを採っておくべきで

しょう。他のものについては、マストではないのですが、どれも Handling の上では非常に

重要なものばかりなので、なるべく全て採れるようにしましょう。 



 いずれのコンセも、大事なのは“自然な流れでとれること”です。自然な流れという

のは、“分析の一部に組み込む”ということです。これだけだとかなり分かりにくいので、

例を挙げてみます。 

 

 Example: 時間外労働（以下 OTW） 

設定：1…オピメさんは OTW を無くして、現状でそれにより苦しんでいる Worker を救

いたい。（AD: Worker will not suffer from OTW.） 

2…TG の Worker の MTV は「OTW したくない」しかし SIT は「OTW している」 

3…あなたは、DA） Worker will be suffered from losing their job.というアーギ

ュを勝たせて、×Take plan にしたいとします。  

 

Step 1：TG はやりたくないという気持ちを持っていながら、なぜ OTW しているのか？ 

    →断ると会社を辞めさせられるから or 昇進できないから 

Step 2：ということは、会社を辞めたくない気持ち＞OTW をやりたくない気持ちで、結果、

TG は OTW を“やらなければならない”状況にある。 

Step 3：ここから考えられる TG の深層心理として は、仕事を失うことはなによりも避け

たいものである＝仕事を無くすことは一番嫌であるということである。 

Step 4：現在企業は OTW で得た収益に依存している。→OTW が無くなったら経営がうま

くいかなくなる会社もある。 

Step 5：Step 4 のコンセを使い、APAで会社が倒産することを立証。 

Step 6：Step 5 が Step 3 の Worker の深層 MTV の A/W であることから、DAの立証 

Step 7: AD と DAを比べる歳、Step 3 のコンセを使い、「Worker は仕事をなくすことが一

番嫌＝仕事を無くす苦しみよりも OTW をやる方がいい」という解釈のもと、QL

で DAに優位性を付ける。 

Step 8：TG は Worker 同士でオフセット、QT は互いに at least 1 でオフセット。QL で DA

の方が優位のため、状況は better にならない＝×Take plan 

 

 

この例のキーポイントとなるのは Step 3 です。Worker にとって一番大事にしているも

のは何なのか。そして、これを Mandate が侵害したと分かれば、TG の situation が“良

くなった”なんて言えませんよね。なぜなら一番大事なものを失ったわけだから。 

 

この Step 3 のコンセを採るには、このコンセを採ることはあくまで“分析の一環である

こと”を示してやることが、コンセを採りやすくしてくれます。なぜかというと、分析と

いうのは ASQ ですべき大原則であり、オピメ的にも TG 分析というのはしてもらった方が

次へ進めやすいので、大歓迎なわけです。 



また、分析というのは“それがどのように存在しているのか・どのように行き着いたの

か”といったことを探る作業のため、とりわけ後者のような物事のプロセスを追っていく

類の分析では、ステップとステップの間＝リンケージが通らないことにはコンセは得られ

ません。これはオピメにとっては死活問題になってきます。（もちろん出し手にも） 

 

ではそのリンケージはどうしたら通るのかというと、ステップとステップが“自然に”

繋がるときなのです。よく P-H リンクが Clear になりますが、あれは P から H への繋がり

を、自然に頭の中でビジュアライズ出来るからです。つまり要するに、どんなことも分

析の一部として自然な形にすればコンセは採れるのです。 

 

なので、自分の採りたいコンセをいかにうまく分析の一部に自然に盛り込めるかといっ

たところの駆け引きこそ、自分の Handling 力が試されるところです。 

 

コツとしては、①今からやろうとしていることが分析の一部であることを示し

（In order to construct your（my） opinion, I’d like to make sure one point.というの

がマジックフレーズ。笑）、②描いたストーリーの中の一部にさりげなく置いてお

くことです。そして、③ロジックカンファメを用いて、行動（事実）の裏側に潜

む心理＝Warrant を自分の都合のいいように抽出し、さもその解釈が当たり前

かのようにテーブルに浸透させ、コンセを採ることです。 

 

相手の議論の際もまた、相手が採ろうとしているコンセからアーギュのビジョンを固め

ていき、必要になりそうなコンセを自分なりに把握した後、アーギュが起こる前に相手に

不利になるコンセを採っておくこと、もしくは、相手の採ろうとしているコンセから、自

分に有利なコンセが抽出できると感じた場合、すかさずあのマジックフレーズを使って、

出した人の話を分析しましょう。そして、相手の採りたいコンセと自分に有利なコンセも

ちゃっかり採ってしまえたら最高です。この辺も全て相手とのやりとりであり、いかに戦

略的に持っていけるかは、日々のプレパとひらめき次第です。 

 

 

♪おまけポイント part4♪ 

・オピメにとっての Handling とは？ 

 Handling はイグザミナーだけがやるものと捉えられがちですが、オピメもしっかりやっ

ているんですよ。それは言葉の定義付け（以下 TD）です。TD というのは、話が予期しない

方向に捉えられるのを防ぎ、オピメの展開したい方向に持っていくための作業です。TD を

しっかりとすることは、無駄な話の広がりを防ぎ、オピメのフィールドを確立するために

はとても大事な作業なのです。しっかり持っていきたい展開に合った定義をしましょう☆ 



Chapter 4  Ending 

 3 つの章をまとめると、NVC×VC＋SC＝Goal への到達可能性ということになり、

式の答えが大きければ大きいほど、自分の描くゴールへとテーブルを導くことができるよ

うになります。その答えを大きくしていく事こそが Handling の役目です。 

 

 ところで、ディスカッションはコミュニケーションです。そういう点では、普段の日常

でやっていることと変わりません。違うことと言えば、話をする上での設定が決まってい

て、ある目的に向かって話をしていることぐらいです。本質はコミュニケーションをして

いるということです。 

 

 ということは、ディスというのは大なり小なり日常生活での自分とリンクしているとい

うことです。（たまにディスの時と日常で変わる人がいるけど、あまり多くはいないですよ

ね）「DIS には性格が表れる」なんてよく言われますが、それはコミュニケーションという

本質的には普段と変わらないことをやっているからこそ、普段の自分をディスに投影して

いるからだと思います。 

 

 つまり Handling の意識を持ち、ディスでのコミュニケーションをより生産性の高いもの

にしていければ、日常でもそのようなコミュニケーションが出来てくるようになるのでは

ないかと思います。逆に、普段はよくしゃべるのに、ディスだとあまり喋れない人という

のは、ディスの設定に慣れていないだけで、しっかりプレパをしてディスを知れば、割と

すんなり話せるようになります。日々精進っていうことですね。 

 

さて、この冊子により、Handling は 3 つの C（Communication）から成り立つという

のはわかっていただけたかと思います。しかし、一つ留意してもらいたいのは、Handling

が目指す最終目標として、その 3 つの Communication はディスカッションを

やる上での 3 つの C…Cooperation・Collaboration・Conclusion へと繋がる

ものでなくてはならないということです。この意識がないと、Handling が単なる“暴

走”になってしまいかねないのであしからず。テーブルのみんなを常に意識しながら、誘

導してやりましょう！ Handling は吸心力のもとで行われるものですよー。 

 

何かあったら気兼ねなく連絡してくださいね☆ 

       2008 年度 東洋大学ディスカッションセクション チーフ 三橋広伸 


