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Ⅰ prologue 

 

 

 

 始めに、このレクチャーの目的を述べておきます。僕が考えるディスカッションを構成

する２つの要素、「ハンドリング」と「アーギュメント」のうちの一つ、「ハンドリング」

ができるようになろう！！ってことです。個人的には、ハンドリングの先にアーギュメン

トがあると考えるので、ハンドリングはディスに必須です。 

 ディスを始めたばっかの頃の僕にとって、ハンドラーはすごくかっこよく見えました。

他人の言いたいことをさらっとトリートし、テーブル全体を楽しい議論のほうに引っ張っ

ていく。僕はこれにめちゃくちゃ憧れて、だからこそ、人一倍、ハンドリングに関しては

これまで努力してきたつもりです。僕にとって、ハンドリングはディスの醍醐味です！笑 

 もちろん人それぞれのディススタイルがあるし、それがディスのいいところだと思いま

す。しかし、ある程度のハンドリング力なしに、ディスカッションを楽しむことはできな

いと思います。だからこそ、現代のディスカッサントにもっとディスを楽しんでもらおう

と、このレクチャーを行いたいと思います。 

 

 

 

 

 

＊ このレクチャーは、僕の個人的な経験、考え方に基づいて作られたものであるので、全

てを鵜呑みにするのではなく、自分でそれについて考えてみてください。 

＊ レベル的には、前半は初歩的なことですが、後半は少し難易度が高い内容であるかもし

れません。わからないところは、質問いただければ、可能な限りで答えます。 
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Ⅱ what’s handling 
 

 はじめに、ハンドリングって何やと思いますか。 

ハンドリングってのは、これや！っていう自分なりの答えなしに、ハンドリングなんてで

きるわけがないですよね！ 

ハンドリングに似た言葉に、「トリート」とか、「プロシーディング」っていうのんを聞い

たことがあると思います。そして、この２つと比較して、僕は、ハンドリングを以下のよ

うに捉えます。 

 

 

 

                            Treat 

 

 

                                       Proceeding 

 

 

                               Handling 

 

 

 

 

 

 2-1「Treat」 

 まずは、ハンドリングへの第一ステップとして、トリートができることが大事です。ト

リートとは、テーブルメンバーの発言をわかりやすくテーブルに浸透させることです。そ

のために必要なことが、基本中の基本、「Q→C」です！これだけです☆ただ、これがあま

り出来ないときが思いあたりませんか？そう！いきなり、「C」から入って、ごちゃらせて

しまうパターンです。見切り発車というやつですね。トリートとは、他人の ideaを取り扱

うもの。その人に Q で聞くことなしに、その人の言いたいことを 100%当てるなんて、で

きる人おらんよね！ 

 

次みたいなんが、トリートです。（Topic: 体罰） 
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ゆーいち「あの・・・体罰に関してなんやけど、体罰って、教室でやられてるっていうか

なんというか。ぼく的には、ビンタとかキックが痛いし、体罰やと・・・個人

的におれ高槻高校でむっちゃやられたし。髪の毛引っ張られたこともあったな

ぁ。おかげで今髪の毛ちょっと薄い。」 

 

みね  「うし、んならゆーいちの質問をしっかりみんなでシェアしてディスできるよう

に、何点か聞かせてくださいね（Q の necessity）。まず、ゆーいちは体罰のわ

れる場所に関して質問があるんですか、教室とか言ってたけど・・・（Question）」 

 

ゆーいち「そうやねん！」 

 

みね   「なるほどねー！まず、ゆーいちは場所に関して質問あるんやって。

（Confirmation）そんで、そのあと、ビンタとかキックとか言ってたけど、も

しかして、体罰の方法に関して質問あるとか・・・？(Question)」 

 

ゆーいち「そうそう！なんで、みね、おれの気持ちがそんなにわかるの？」 

 

みね  「だって、おれ男に・・・（あたふた）はい。じゃあ、今までの話確認させてくだ

さいな！ゆーいちは２点について質問しました。１つ目は、体罰の場所、２つ

目は、体罰の方法。（Confirmation）んなら、おれごちゃごちゃするん嫌やし、

一個一個オピメに聞いて解決していきましょー」 

 

 

はい、むっちゃトリートうまいですね！さすがみねくん！！神戸キエフの宝！！Q と C

でうまく一つ一つひも解いてって、最後の Cとかは、NLC使って一個一個解決しようって

いうところまでもっていきました。これにチャートがついてきたら、まじ最高ですね！こ

んなやつ↓ 

 

＜Corporal Punishment＞ 

① place・・・ 

② way・・・ 

 

 

 

ちなみにこんなチャート書いとったら、サマリーCとかにも使えるし、いっぱい書く癖つ

けましょう！ 
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2-2「Proceeding」 

 プロシってなってくると、ちょっと難しくなってきます。ここで、プロシの定義として、

僕がトリートと差異をつけた部分は、二点！！ 

 

・ 人の ideaをテーブルに浸透させたあと、もって行きたい方向がある！ 

・ だからゆえに、何らかの Suggestionが存在する！ 

 

 まず、絶対的にトリートと違ってくるんやけど、トリートは Q→C だけでできるんよ。

さっきの例でもあったような感じな！ 

ここに早くその話を終わらせたいとか、そーいう気持ちが入ってきて行われるのが、プロ

シーディング！文字通り、議事進行やから、バンバン進めていくのが必要になってくる。

ここで必要なのは、①上質の Cと、②もし質問なかったら、先いきましょう！っていう S！ 

 

2-2-1 上質の C 

 Cっていろんな形のものがあると思います。Cの形なんて決まってないし、独自のこれが

一番いいって思うやつをやったらいい。僕の場合、Clear, Unclearカンファメってやつが一

番やりやすくて好きやったからこれしてました。つまり、今までの話の中で、どの点に関

してはっきりさせることができていて、どの点に関して、まだはっきりしていないのかを

テーブルに提示することです。チャートはこんな感じにして、話を聞いててそれを次々に

足していった。 

 

＜Our Talking＞ 

Clear・・・ ① 

       ② 

Unclear・・・① 

 

 

こうすることで、テーブルのみんなが今どこについて話し合っていて、どの部分が明ら

かでどの部分をその話から得れたのかってのが一発でわかるから、むっちゃいいカンファ

メになってくると思います。 

 

 

2-2-2 何らかの Suggestion 

 これは、テーブルをストップさせないための S。一通り話が終わったら、 

・ ここについて質問ないですか？なければ次いきましょー！ 
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・ なんか考え中ですか？もしないなら次いけるし、なんかあるけど今まだ整理できてな

いなら、いつ言ってくれてもいいから、まとまったときに言ってね！ 

 

って言うだけです。でもこれがあるかどうかで、テーブルのテンポが違ってくる。これは

誰でもできるやろし、ぜひぜひ身につけてね☆ 

 

 

 

 

じゃあ、proceedingの具体例。（Topic: モンペ） 

 

つっきー「オピメに質問です！モンスターペアレントが何で学校にいちゃもん付けるかな

んですけど、絶対人の心の中には、２つの相反する気持ちがあって、それのど

っちかが上回ってるから実際に行動を起こすと思うんです。モンペなら、いち

ゃもんつけたくないっていう気持ちと付けたいっていう気持ちがあって、実際

につけとる人は付けたい気持ちが大きい。そして、その気持ちを作る要素を知

りたいんですが・・・。」（今日は、真面目にいってみる） 

 

あやみん（珍しくオピメ）「なるほどね！んなら、一つ一つ確認させてくださいね。まずは

モンペの心の mind comparison の話は、そうやと思います。実際、私の TG

はいちゃもんつけてる人やし！ただ、その要素は人によると思うので、×care

です☆」 

 

スキン「んなら、これまでの話を確認しましょーな！実際明らかになったんって、mind 

comparison の存在とその大小関係よな！そしてまだ不明確なんは、その構成要

素！そんでいい！？(clear&unclear カンファメ) んで、質問なかったら、この話

OKやし、次いかへん？(テーブルを進める何らかの S)」 

 

スキン！完璧！！そして次のようなチャートでがっつりコンクルC打てれば、最高ですね！ 

 

＜our talking about M/P’s mind＞ 

clear・・・existence of mind comparison 

           MTV to いちゃもん＞MTV not to いちゃもん 

unclear・・・detail of MTV 

 

 

だいたい、テーブルの中にこの辺までできる子がおれば、テーブル自体は回ると思う！ 
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 2-3「handling」 

 さっきも言ったように、proceeding ができる人がいれば、テーブルは回る。しかし、必

ずしも毎回議論になるかといえば、そうではないと思う。なぜなら、単発の質問にならば、

ある程度は対処できるが、これがいろんな人の Q が重なったりして、ごちゃごちゃしてし

まったときに、そこにきれいに光をさすことが難しいからである。そこで出てくる、ハン

ドリング。僕は、プロシとハンドリングの違いを次の２つのように捉えます！ 

 

 

・ ただの proceed discussionではなく、proceed discussion smoothly!!になってくる 

・ ごちゃりの流れを止めるサマリーC、コンクル Cが打てて、上質の Sが打てる。 

 

 

Handlingに関するイメージ・・・ 

 

 

 

               ②what we should do（上質の S） 

 

 

 

 

 

         ①talking so far（サマリーC,コンクル C） 

 

 

 ハンドリングは、上に記した、２つのことさえできれば OKです☆ 

 

つまり、talking so far（今まで何を話していたかの clear, unclear C） 

そして、what we should do（それをエリアタスクやタイムマネジメントとかね合わせて、

これからどうするかの Suggestionが打てる。しかもそれは、自分のもっていきたい方向） 

 

 

じゃあ、もうちょい具体的に・・・次の章へ！！ 
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Ⅲ how to handling 

 

3-1 ハンドリングの基本 

 ハンドリングは、プロシーディングの延長上にあります。Clear Unclearとなった情報を

次は、エリアタスクと結びつけることで、それをテーブルを進めるリーズニングにします。

例えば、簡単な例で言ったら、次みたいな感じ。 

 

想定（トピック：安楽死、problem areaで evi吟味中） 

 

Definition・・・Patients want to die. 

Evi・・・Patients wanted to die.(AT: Kobe News Paper) 

 

Clear・・・Patients have a moment of want to die 

Unclear・・・Whether patients always want to die or not 

 

 

 

↑みたいなところまで、さっきやったプロシによって導いていたとします。ここで、

Evidenceの area taskを持ち出して、この話をどうするかをハンドリングする。 

 

 

＜our talking＞ 

1, task・・・confirm that evi prove def 

2, our talking・・clear・・・Patients have a moment of want to die 

                unclear・・Whether patients always want to die or not 

3, clear point achieve task??・・・OK!! 

 

 

＊ ここで大事なんは、2番までの説明で、あっ、もう taskは OKだから次いけるじゃん！

ってテーブル全体に思わせるくらい、きれいに task CとClear Unclearを浸透させる。 

＊ そして、なぜ今 taskを achieveしているといえるのかを RSNつきで説明！ 

 

上の場合なら、ちょっとでも死にたいって患者が思ってる限り、その部分については救

う余地があるし、オピメの定義では、ずっと死にたいって思ってなくても、死にたいって

思ってたら TGになりえるから、そこは最低限確認できてますよねーって感じで！ 
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ここまでばっちり決めたら、テーブル全体に way to proceedを提示してあげましょう！ 

これでハンドリングは完璧！！ 

 

上の流れをそのまま使うと・・・ 

 

＜way to proceed＞ 

1, continue to talk whether always want to die or not 

2, now OK→when necessity occur later, talk again!! 

 

 

こやって二つくらい道を提示してあげて、こっちのほうが優れているという感じでどっ

ちかを押して、そのプロシでコンセをとる！その時点でテーブルをだいぶがっつり動かし

たことになる。 

 

 

まぁ、これは本当に上級やから、わからんかったらまた個人的に聞きにきてもいいし、

まずは、PDとかの最中にごちゃった時などにこれを思い出して使って見てね！！！ 

 

 

 

じゃあ、ここで練習問題☆こんなこと言ってきたら、どーハンドリングしますか！？ 

 

①きえちゃん「Harm の evidence で existence だけじゃなくて、number も確認しよー！

だって、コンパリの QTで比べやすくなるじゃん！」 

 

②ちほみん「（solの最初で）私にはプラカの ideaがあります。そんで、これはコンパリの

結果によるので、今からコンパリをはじめましょう！！」 

 

③しき「（plan終わってから）おれの DAは絶対に強いんだよぉ。絶対に not take planっ

ていう結論で終わるから、sol で AD吟味する前におれの DAが立つことを

吟味しよーよー！」 

 

④JP吉田「（problem areaで）ここでどーしても死刑には、犯罪抑止力があるってことの

コンセをとりたい！だって、法務省がそう言っててんで！」 

 

 考えてみよう！そんで、自分なりの答えが見つかったら、自分の大学の先輩に見せに行
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ってコメントもらってね！別におれに言ってきてもらっても構わんし◎ 

 3-2 ハンドリングに必要なこと 

 

 これ、むっちゃ気になると思います。上で、一応ハンドリングの基本になってくること

は書いたけど、実際やり方がわかっただけでできるようになるなら、このレクチャーのあ

とに全員ができるようになるわけですしね☆でもそーじゃないよね？ 

そう！僕を育ててくれたがくさん（神戸大 2007チーフ）はかつてよく言っていました。 

「知っていることと、実際にできることは、全く違う話だ」と。 

 

① セオリーの理解は必須 

 ハンドリングには、必ず RSN が必要です。そして、ほとんど全ての RSN は、セオリー

から来ています。だから、セオリーをまだやってない人は、ぜひやってください。 

 

  ② 相手のやりたいことは、最大限汲み取ってあげる 

 いいハンドラーは、メンバーの ideaなどは最大限汲み取れる力を持っています。具体的

に言えば、他人のストラテ Q はできるだけ外さずに欲しそうなコンセなどは、さっさと取

らせてあげることです。しかし、その上で、その ideaに乗っかって自分の ideaを提示した

り、コンセのインパクトを薄めるハンドリングをしたりできるので、とても柔軟なディス

ができます！（↑これはとても深いので、また個人的に聞きにきてください◎） 

 

③ テーブル全体を動かせるオーソリティ 

 ハンドリングには、ある程度のオーソリが必要です。このオーソリっていうのは、何も

学年や、役職の有無についてではありません。気をつければ誰でもできるようなことです。

次のようなことには気をつけましょう！！ 

 

(1)アイコンタクト・レスポンス 

・ .自分が発言する時は、周りの人を見渡しながら発言する。 

・ 他の人が発言する時には、その人の顔を 見てあげて反応してあげる。 

 

みんなの顔をよく見てあげてください◎メンバーの表情を見れば、プレゼンが伝わってい

るかどうか、テーブルについてきているかどうかなどがよくわかります。喋っていない人

がいたら、「質問ない？」とか「ここんところどう思う?」とか振ってあげて話せる機会を作

ってあげたりできるくらいの余裕とジェントルさを大事にしてほしいですね！ 

いいハンドラーには、テーブルの中でついてこれない子を作らない、周りに気遣いげで

きることがむっちゃ大事です！ 

 

(2)人の話はちゃんと聞く！ 
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  これもむっちゃ大事。特に Disが白熱してくると、ついつい自分の意見だけ主張し続けた

り、周囲との妥協点を探そうとしない人がいます。Dis は一人でやるものじゃありません。

人の話をしっかり聞いて、いいと思ったことに関しては柔軟にコラボっていける。そんな

ディスカッサントになってほしいです！ 

 

④  後を見せるハンドリング 

ここまでできたら、最強やと思います。僕は現役を引退する直前の、アッセンブリー全

国大会の直後にこの重要性に気付き、神大の近くのミスドでひたすら考え続けました。笑 

 

例えば、こんなとき。 

 

＊ 体罰の強さと学力の相関関係について、problem areaで話すべきか否かでもめている。 

このときに、テーブルの選択肢としては、以下のケースが考えられます。 

 

           後でその話が必要になる・・・① 

今話す △ 

           後になってもその話は結論に何の関係もない・・・② 

   

          後でその話が必要になる・・・③ →can talk later!! 

後で話す     

        後になってもその話は結論に何の関係もない・・・④ 

 

 

 

後を見せる、というのは、上の枝分かれグラフのように、議論の予想をすることによっ

て、テーブルをハンドることです。つまり、problemでは、オピメの def以外のことなので、

その話をまだしたくないときに、今話すことには、①と②のケースが想定されるが、この

選択肢には、②のように、話をしても結局結論に何も影響を与えない可能性を秘めている。

つまりこの選択はタイムマネジメント的に危険な選択である、ということをテーブルに示

すことによって、そのリスクヘッジとして、後で話す、という選択をしようとするもので

す。 

結構このように、後の流れを示すことで、また、今 not sureにしても、また後でこの議

論に戻ってくることができることを示すことで、テーブルが前に動くことができるという

ケースがよくあります。それを上のようなチャートにして、それをハンドリングの RSNに

できれば、ハンドリングの基礎はパーフェクトでしょう！ 
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Ⅳ epilogue 
 

 さてさて、今まで読んできていかがでしたか！？本当につたない日本語で申しわけない

です↓ハンドリングに関して、何かちょっとでも、やってみようかな、とか、楽しそうや

な、って思ってくれたら、僕は嬉しくて涙が出そうになります。最後に、次世代の君たち

へ、いくつかメッセージがあるので、聞いてください。 

 

・ ハンドリングができるようになることは手段であって、目的ではない。常に、楽しい

議論のためにハンドリングが存在するという当たり前やけど、忘れがちなこのことを

念頭においておいてね！ 

・ オピメになったら、１時間以内に solを立たせることを目標にして！パンツでもそれが

できるようにトリートできるようになってね！ 

       

↓↓↓ 

最近のディスを見ていて思うこと・・・先出しを良しとする風潮 ←う～ん・・・ 

 

もちろん、ideaを出すことは重要。各エリアで、例えば NFCやプラカで×NFCの idea

を出したりすることは、ディスを白熱させるし、いいことやと思う。でも、先に出さない

とアーギュができないから人よりも早いエリアでアーギュをしてしまおうとしたりするの

は、あまりにも時間内に結論を出すということを軽視しすぎかなーって思う。あるいはス

トラテ Q でコンセを取ろうと粘りすぎるんも、本当に言いたいことはそこじゃなくて、そ

の先にあるはずちゃう？もったいないなーって思ってしまう。 

だから、もうちょっと、コンパリエリアに１時間くらい残して入れて、コンパリエリア

でいろんな角度から日本政府のスタンスを決めるっていうディスをしてほしいかな。あん

まりコンパリのやり方知らないっていう子が多すぎるのも問題やと思うし！ 

↓↓↓ 

コンパリエリアを輝かせてね！！ 

 

・ １回生や他セクにとっても魅力的な議論をしていこう！！ 

 

・ ハンドリングできたら、きっとかっこいい＆ディスむっちゃおもろくなるよ！ 

・ 大好きなあの子の心もハンドリングしてみよう！！ 

 

御清聴、ありがとうございました！！ 

質問などは 24時間体制で承っておりますので、いつでもどーぞ☆ 


