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◇どうやってディスをするの？ 

ディスカッションには、ルールが無いとよく言われます。実際に、ディスカッションは

未完成であり、現在発展途上の学問です。コーチング･ファシリテーション･チーム力･会議

マネージメントなどの言葉を耳にしたことはありませんか。でも耳にしたのは最近のこと

だと思います。以前まではあまり大きな期待を持たれていなかった双方向コミュニケーシ

ョンの技術が近年になってようやく注目され始めました。ディスカッションもその 1 つで

あり、学問レベルにおいて、又、実務レベルにおいて、未だ理想像や実践方法が確立して

おらず、発展途上の技術であるといえます。もちろん普遍のルールも殆どありません。 

 

◇ルール＠ESS 

ESS で行うディスカッションには３つだけルールがあります。1 つ目は、タイトルです。

2 つ目は時間。3 つ目は”Everything is disputable”という、慣習化されてしまっているどん

なことにでも議論の余地が存在するという概念です。 

 

◇ルール１ タイトル 

全国統一タイトルに従ってディスをする場合は、”What policy should the Japanese 

Government adopt concerning --- issue?”となります。このタイトルにさえ従っていれば、

どんな話をしても構いません。もちろんタイトルの定義づけは可能です。 

ESS に限らず、一般的なディスカッションの場合でも、論題程度は先に決めておきま

しょう。楽しいディスであればあるほど、話が脱線していることが多くあります。必要

なときにすぐ話を戻すことが出来るよう、話の目的となる論題は決めておきましょう。 

 

◇ルール２ 時間 

ESS のディスカッションの場合は、3 時間前後が一般的ですね。ディスカッションは、

決められた時間内に終了しましょう。早く終わる分には全然問題ないです。 

なお、ディスカッションを終えるときには、そのディスカッションの結論を全員で共

有しておきましょう。論題に対する結論が出なかった場合にも、分かったことと分から

なかったことの両方を確認して、目的達成に尽力する癖を付けておきましょう。 

一般的なディスカッションの場合でも、その日の結論を共有したり、各人の感想を共

有したりことで、その日の経験を印象付けやすくできます。 

 

◇ルール３ 議論の余地 

何も決まっていない状態。だったら定義づけをしっかりしよう。理由も付けてね。 
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◇どんな視点に立ったらよいの？ 

ESS のディスカッションが持つパラダイム。その本題にここから入っていきます。 

まずは、ディスカッションのコンセプトについてです。これはルールじゃないので、色々

なパターンがあります。今回はコンセプトに関する 4 つのパラダイムをそれぞれ紹介しま

す。1 つ目は、裁判所の裁判官として。2 つ目は、政策を立案をする国会議員として。3 つ

目は、政策提言をする大学生として。4 つ目は、意見交換主体の value discussion として。 

 

◇コンセプト１ 裁判所 

このコンセプトは、刑事裁判をモデルとしていました。Opinion Presenter がその有罪

を主張し、Examiner の目的は Opinion を崩すことで無罪を主張することでした。正直、

この概念は、どっかの theory book で読んだことがあるだけなので、良く分かりません。 

 

◇コンセプト２ 国会議員 

現行のディスカッションで慣習となっているフォーマットの基礎となったコンセプト

です。パンツは国会の委員会で政策を立案する国会議員を演じる形でディスカッション

を行います。5 年前までは、全国でこの傾向が強く、Finance や Administration という

Stage とその議論が存在していて、日本政府としての厳密な議論が展開されていました。

Cause Stage にも違いがあり、ここには日本政府の不十分な政策が挙げられていました。 

しかし近年では、このような厳密な議論をしなくなっている傾向が見られます。推論

できる理由としては、社会問題の複雑化、政治学に関する教養を学んでいない学生の増

加、ゲーム性の重要視が挙げられます。LOGIC もレベルが下がっているようです。 

ゲーム性の重要視と LOGIC の低下に伴って、議論中にイニシアチブをとることのみが

大きく注目され始めています。より好感を持てるように目立てるかが Key となってきて

いるようですね。反面、正しい議論が出来なくなってきているので個人的に残念です。 

 

◇コンセプト３ 大学生 

私が ESS のディスカッションに対して持っているコンセプトです。現行のコンセプト

が揺らいでいる今、将来的にはこのパラダイムへの転換がおこると予想しています。 

大学生として、学術的な政策提言をします。このコンセプトでは、私達は、何も演じ

たりはしません。私たち自身の視点で日本政府の採るべき政策を提案します。 

このコンセプトでディスカッションをする場合は、Task of Japanese Government や

Fiat の議論も定義しやすくなります。このコンセプトによりますと、第３者が提案する

Shouldを決定する議論なので、日本政府のwillは、議論に無関係だと簡単に気づけます。

このコンセプトでは Japanese Government の will は、Fiat の対象となります。そして

世論や政府内情及び国民投票などもFiatの対象ですね。Japanese Governmentの ability

は、当然 Fiat の対象にはなりません。ちゃんとした吟味が必要ですよ。 

 

◇コンセプト４ value discussion 

合意による議論の収束が不要なので手軽ですが、学問レベルの技術は少なそうです。 
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◇その他のパラダイム 

ESS のディスカッションでよく使われる、以下の７つのパラダイムを説明します。 

 

◇Narrowing 

Narrowing で決めることは何でしょうか。ESS では一般的に先に Purpose を、後から

How to Achieve を決定します。具体的に Purpose とは、論題への解答を出すという

Purpose と、どういうことが決定したときに Purpose を達成したといえるのかという、

基準を決定します。一般的なのはAD＞DAというNet Benefitを得たときが基準ですね。

次に How to Achieve の一般的な内容は、One Opinion Presenter System です。 

 

◇One Opinion Presenter System 

NFC＋Plan＋Solution を”Opinion”と定義して、それを参加者の 1 人にプレゼンテー

ションしてもらい、その Opinion の内容を全員で吟味しようとする方法。Discussion の

目的もコレに従い、Opinion に従う（Take Plan）か、Opinion の否定（Keep Status Quo）

かという、２極対立的な Discussion が現状で行われている。これゆえに、One Opinion 

Presenter SystemでメインとなるArgumentは、どうしてもOpinionの否定となります。 

従来からのコンセプトが裁判所や国会の模倣だったため、何の疑いも無く当然のよう

に、ずっと One Opinion Presenter System を使用していました。日本における従来の一

般的な会議手法も、意見を持つ 1 人が提案し、それを全員で吟味するという手法が中心

だったので、One Opinion Presenter System 以外の方法が思いつかなかったのも当然か

もしれません。しかし近年では、そのような一方的な議題提案と説明を行う会議は、非

効率な会議･非生産的な会議とされています。代わって、一方的でない、双方向性コミュ

ニケーションに基づく会議手法が開発され、知的生産の効率性を高めるとして推進され

ています。このことから、近い将来において One Opinion Presenter System が改善され

る可能性が大いにあります。 

一般的な提案の方法は、同時に複数のプランを吟味しようとすると適切な論点を定め

られないという、自分の能力の無さを理由に提案する方法が使われています。 

 

◇Opinion 

Opinion とは、”What policy should the Japanese Government adopt concerning 

labor issue?” への解答です。だから Opinion の本題はこんな Policy を採るべきですよー

って意見を言うことなのね。具体的には、Problem Stage ~ Solvency Stage のことだよ。 

スピーチの場合も同じです。Problem +Harm +Cause +Suggestion (=Plan +Solvency)

だね。因みにスピーチの場合、Seriousness や NFCを感じさせる Harmを選んでいます。 

デミックの場合は Inherency(Problem +Cause) +Significance +Plan +Solvency です。

（※Inherency は Plan によってのみしか解決されない問題のことを示します） 

 

◇Problem Solving Format 

提案の内容を説明する前に、提案の必要性を説明することで、説明を受け入れやすく

する手法である。一般的には、実社会で必要な問題解決手法を学べるとされている。 
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◇Comparative Advantage Format 

Comparative Advantage Format は、「現状の善し悪しに関わらず状況を今よりよくし

よう」というコンセプトの下に使われる Format です。 

 

◇Fiat 

ESS のディスカッションでは、should かどうかを議論します。その should の議論に

不必要な、不確定要素は議論をせずに済ませようという意味で使い始めたはずです。

Japanese Government の will は俺らの will だからという議論や、俺らが Japanese 

Governmentだから何でも決めれるということは、Fiatの理由として的外れなわけです。 

余談ですが、この言葉はイエス･キリストの誕生に関係があります。聖母マリアは、処

女のままイエスを受胎しました。天使ガブリエルがそのことを伝えにきたときに、驚き

ながらも運命に従う旨を伝えたマリアの返事「わたしは主のはしためです。お言葉どお

りこの身になりますように（ルカによる福音書 1･38）」。この返事をラテン語にして、そ

の頭文字をとると FIAT となる。簡単に言うと「御心のままに」という意味ですね。 

英語でも、I give my fiat to that proposal.（私はその申し出に同意します）というふ

うに使います。  

 

◇Burdon of Proof 

Burdon of proof とは、「発言するときは、発言する人が責任を負う」という考え方です。

つまり、闇雲に主張するのではなく、主張するなりの理由を示さなければいけないとい

うことです。だから反対するときも、Data がないから駄目だというのではなく、なぜこ

の Data がなければいけないのかしっかり理由を提示して説明しなければいけないとい

うことです。また、反対する人は、反対して Plan をつぶした後の対案を考えているのが

前提です。 

この考え方も、双方向性コミュニケーションの効用が知られていなかった時代に誕生

した考え方だと思います。本来ならば論点を全員で共有すべきなので、初めに主張した

本人にしか説明の機会があたえられないのは、不可思議だし非効率に思います。 

ボクはこのパラダイムが無くなることを願っています。 

 

◇ひとこと 

以上、「Discussion のパラダイム」でした。 

 

概念的な取っ付きにくい話に、最後までお付き合いありがとう。 
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