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 こんにちは♪明治大学チーフのけんたです。今回のレクチャーは Q についてやりたいと思います。なぜかって言う

と Handling は QCS とか言われてるけど、一番最初の Step である「Q」をみんなおろそかにしてるなーってすごい思

うからです。もっと Q をうまく使えば、すごいうまく Handling 出来るのに・・・とかって思うからです。序盤の方は

初心者がすぐに使える Q の紹介をしたり、後半は上級生向けに Handling や Treat の中での Q の使い方を説明したいと

思います。 

 

１．Q の必要性と特徴 

（１）Q の必要性 

 みんなは Q ってなんで必要だと思うかな？ストラテの為？ごちゃらないため？どれも正解です！！ディスカッショ

ンではみんなの Idea を話します。もちろん人の話を最初から理解できる人ってなかなかいないよね。そこで、相手の

考えがどんなものかを知るために Q は主に使います（ストラテの場合だとちょっと色が違うけど、今回は Handling 系

がメインなのでｗｗ）。 

 ざっと下のようなイメージです。 

 

understanding     understanding 

 

                                           S とかによる 

次の Step（話） 

 

        発言者   他の人             発言者   他の人 

 ここでみんな差を C でうめようとするんだけど、これ危険です！！自分が 100％分かってる場合で、他の人の

understanding をうめる時は C でいいんだけど、自分が完全に分かり切ってないときに C でこれをやると十中八九ミス

ります！！ごちゃります。オーソリ下がります！！ 

C はギャンブルじゃありません！！100％分かってからしてください。 
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Q や C で

understanding を

うめる 

Point 

C⇒周りの理解を助けるためにやる 

Q⇒自分（＋周り）の理解のためにやる 
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（２）Q の特徴 

①アサンプションを引き出す＝burden of proof（立証責任）が相手にある。 

 その質問の Necessity は別として、日常会話においてもそうなんだけど、Q をしたときって相手が答える義務負うよ

ね？それが Q の便利なところです。自分には責任がありません。だって、相手の意見を聞いてるんだもん！！でもさ

っきも言ったけど、相手の意見なのに Reading C をしようとして、よくミスってるんだよね(||  ﾟДﾟ)相手の意見なんだ

から、相手に聞くのが一番！！相手の意見（アサンプション）を引き出すのが Q のいいところです。burden を利用し

た Handling はちょっと難しいから、また最後の方（別紙）に書きます。 

 

②Confirmation の Necessity がつく！！ 

 Q をすると、A してもらって、新しい情報がテーブルに出てくるよね♪C する必要があるのって、こういうときなん

だ。C＝新しい情報をまとめる。 つまり、Q によって新しい情報を引き出せば C の Necessity が生まれて、意味のあ

る効果的な C ができます。リピカンとの違いは新しい情報の有無だよ♪ 

 

③自分が落ち着くことができる！！ 

 これは②との関連したことなんだけど、いつも聞いてる簡単な must Q とか RSN of mtv を Q して、C することによ

って、確実にミスらずテーブルで話すことができるよね♪こういうのが、自分のテンポを作るのにすごい重要なん

だ！！特に春セミとかアッセンみたいな緊張した場面だと、とりあえず話したいと思うだろうし、1 回しっかり話すこ

とで、ある程度落ちつけるからオススメだよ！！いきなり Reading C から入って、ミスカンしたら、出鼻くじかれち

ゃうし、大事なテーブルでこそいつもできることをやろう！！ 

 

 

２．Q の種類 

（１）方法 

①Close Q 

 Devide とかナンバリングして、回答の選択肢を出す Q の仕方！！これが Handling の基礎であり、Treat の基礎とな

るから、要チェックね！！Q された側が答えやすい、Q する方は自分の欲しい答えがもらいやすいってのが特徴♪ 

②Open Q 

 選択肢を出さずに、Why？とかなんでも答えられるような聴き方だね。 

 

① Close Q               ②Open Q 

Students    Students 

<school>    <school> 

  ○Elementary school 

    ×Elementary school 

 

 

（２）内容 

① must Q 

② ストラテ Q 

③ curiosity Q 

④ reading Q 

⑤ leading Q 



① must Q 

 A.S.Q.ハンドリングにおいて欠かせないのが、この must Q です。オピメの def とか聞かないとごちゃってしま

うようなところです。 

具体的には、 

 

 

 

 

 

 

 

こういうのを詰めていくことで、ごちゃらずにスムーズにディスカッションできます。ちなみに後述の Treat・

Handling でもこの must Q（ごちゃり Point）が大切になってきます。 

 

② ストラテ Q 

 これは自分のアーギュや DA を立論するのに必要な Q のことです。単純に DA で C/P は教育のために受けたい

って生徒のアイディアだったら、Student want to get C/P の existence をコンセで取るとかが、ストラテ Q になり

ます♪ 

 

③ curiosity Q 

これは、ストラテでもなく、ディスをするのに必要なわけでもない Q のことを指します。俗に無駄 Q といわれ

るものです。例えば、Student は犬を飼ってますかとかがこれにあたります。ただし、自分にとってはストラテ Q

のつもりでも、他の人にとっては curiosity Q に感じられてしまうこともあります（＞＿＜） 

 

④ reading Q 

これは、相手のアサンプションを引き出すような Q のことを言います。 

 

understanding        must Q などもこれに含まれ、相手のアサンプションを引 

き出すことで、ミスらない C が可能になります。 

                            

                 

 

        発言者    他の人    

 

⑤ leading Q 

相手のアサンプションを引き出したうえで、その先に何かしらの S や refute などがある場合の Q がこれです。

reading Q との違いは、Q の先に自分の持っていきたい方向があるかないかです。 

 

 

④と⑤が要なので、詳しく説明していきます。 

 

 

must Q (=ごちゃり Point) 

1. definition  6. only or one of 

2. fact(existence)と def 7. Goal/effect 

3. Difference point 8. Procedure  

4. V/P   9. 時間軸 

5. All or some          10. セオリー 

 

100

％ 

60％ 

Q で understandingを

うめる＝reading Q 



３．Handling と Treat における Q 

（１）構造 

みんな Handling できるようになりたい！！トリートしてあげたい！！って思ってると思います。まずはこれらの構

造理解から始めましょう♪ 

 

ディスカッションにおいて、ずばり２つの大まかなくくりがあります！！それは、「内容」と「skill」です。 

①内容・・・・そのごちゃりがなぜごちゃってるのか、どういう話の終わりになるか。 

②skill（方法）・・・・その話をどうやって上手く終わらせるか。 

 

 

 

 

        ①話の内容理解 

 

 

 

       どうやってその話の Goal に持っていくか 

             ＝skill（方法） 

 

地図だけあっても地図が読めないと意味ないじゃん。読めたうえで、どう最短ルートを進むか考えたいよね♪ 

このとき、地図を読む＝①内容理解、最短ルートですすむ＝②skill（方法）っていうイメージね！！ 

 

みんな意外と Skill に目がいきがちだけど、内容理解しないと Handling とか Treat できないよ！！これはケースし

まくるしかない。 

 

 次に Handling とか Treat のステップなんだけど、この５ステップに集約されます。 

How to Handling 

１．understand idea 

２．confirm idea 

３．confirm Goal 

４．confirm procedure 

５．examine 

 

１のステップがいつも抜けてることが多いです。よくわかってないのに、reading C して、ミスカンして、それに誰

も気づかずにごちゃって、よくよく考えて Start に戻ってみたらなんでもないことだった。っていう経験は誰にでもあ

ると思います。 

１のステップを上手く Q を使ってできるようになるのが、今回のマテの目的です。 

 自分の理解を助けるために、そしてその後の Handling をするために、Q を使ってください！！ 

 

 

 

 

話の Start 
話の Goal 

話の Goal 

話の Goal 

話の Goal 
よく Start と Goal を意識しろっ

て言われるけど、俺の中では、

「Start が Goal」っ言ったほう

がしっくりきました♪ 



（２）Treat 

 トリートとは、相手の言いたいことを上手く引き出して、浸透させてあげることを言います。ASQ でよく、上手く

Idea が伝わらずに、ごちゃることを防いだり、解消したりします。 

 ここで大事なのは、相手目線で考えてあげること！！相手の味方になることで、相手の意見をくみ取りやすくなり

ます。結果、テーブルオーソリというものが得られます！！ 

 

 ここで、大事な Point！！ 

①内容・・・must Q と example 

②skill（方法）・・・choice, effect/Goal, one by one 

 

①－１）must Q 

 大体 ASQ でごちゃるのは、この must Q（ごちゃり Point）があいまいなまま進んじゃってるからなんだよね（＞＜）

これを聞いてあげるだけで、大体ごちゃりは解消します♪ 

 出し方については、②で話します。 

 

①－２）example 

 次にごちゃる理由は、その状況を頭の中にイメージできてないからです。だから、example を聞いたり、出してあげ

たりすることで、イメージできれば、意外と話が早く終わります。というか、ディスする上で話のリアルな状況を頭

の中にイメージすることがすごい大事です！！ 

 

example の種類 

①それに値する具体例・・・Physical C/P の具体例：パンチやキック 

②それと似た状況の例・・・J/G が T/P するのに必要なのは、way と mtv,俺らだってそうじゃん・・みたいな感じｗ 

③反例・・・Physical C/P じゃないのって何？：悪口 

 

①と②はあんまり内容的には変わらないけど、なんとなく分けてみましたｗｗ 

ディスやってて、もっと上手く example 使えば、浸透するし、おもしろいなーって思います♪ 

常日頃から example を考えてみてね！！ 

 相手に example を聞くだけじゃなくて、あえて自分から出して、どっちに当てはまるのかを聞くのも上手い Q の仕

方です。 

 

②Skill（方法） 

 （１）Choice 

 絶対に選択肢を出しましょう！！じゃないと思ったような答えをくれません。相手も選択肢合ったら答えやすいし、

双方のためになります！！そのために、Devide かナンバリングを使おう！！逆のことを言うと、選択肢がないから答

えにくい＝停滞するんです。 

 

 （２）effect もしくは Goal 

 選択肢を出したら、次はそれぞれの回答を選んだときの effect もしくは Goal を提示してあげよう！！選択肢があっ

ても答えられない理由は、その答えにしたらこの先どうなるか分からずに不安だからなんです。だから、これを答え

たらどうなるよーっていうのを教えてあげれば、もう Treater は目の前です！！なおかつ、こっちで大丈夫だよ～って

言ってあげると、さらによし（－ω―) 



 （３）one by one 

 最後に話は一つ一つ聞いてあげましょう。一気にやるとわけわからなくなっちゃうし、ひとつひとつやってあげる

ことが親切な Treater です！！ 

 

＜具体例＞ 

Students  V/P=us 

          ○way to avoid sit 

 

                    ×way to avoid sit 

 

 よくあるこの話のとき、example 聞きたいですね♪ 

１．転校すれば、C/P 受けなくて済むんだけど、親の都合で転校は無理！！ 

っていう example を出します。 

 

２．次に Choice と effect を出してあげます。 

      meaning of‘way’    ＜Goal＞ 

        ex ○apply way → way = ability 

 

        ex ×apply way →  way = ability ＋ mtv 

 

って感じで聞いて、C してあげます。 

 

３．最後に一つ一つ聞いてあげて、A を C すれば、話が終わるはずです！！ 

 

 

＜Q の使い方のイメージ図と脳内 Step＞ 

 

 

 

①話の内容理解 

         

 

 

 

          ②Q を使って、相手の行きたい方向性を絞り込む！！ 

 

１．話の内容理解＝自分の中で、その話の Goal をあらかじめ複数考える。 

２．Q を使って、相手の行きたい方向を自分の中から探り、消去法で話を進めていく。 

※注意点※ 

あくまで、選択肢を頭の中に思い浮かぶだけで、それと決めつけてはいけません！！決めつけた時点で、この Handling

は失敗します＞＜C は出てきた情報のみを整理してね！！相手の話をよく聞こう♪ 

これは Handling するにおいても、というか Dis 全体を考えるうえで、超重要だと思う！！ 

このとき、wayの話が way、mtv、result の３つの論

点があることを知らないとこれができませんね。その

ための「内容」なんです！！ 

話の Start 

話の Goal 

話の Goal 

話の Goal 

話の Goal 

Q 

× 
Q 

× 

× 



（３）Handling 

 ここまで Treat の仕方を説明したけど、基本的原理は一緒です！！Treat は reading Q だったのが、Handling ではそ

の先に S などがある、leading Q になります！！ 

 実際の例をあげて説明していきます！！ 

 

 

パターン１：way の defi でごちゃった場合 

 way to avoid sit の話を見たことあると思うんだけど、これ実はごちゃり Point がたくさんあるんだよね！！ 

前にも挙げたけど、way の defi でごちゃってるのを回収します！！ 

 

状況：Topic は体罰 

A さん(パンツ、この Q を出した人)は×way の存在を認めていない。B さん（O/P）は×way の存在を認める。 

 

１．二人の意見を C する。 

 A さんは×way の人いないと思うんだよね。その理由は、みんな転校はできるからなんだよね？ 

 B さんは×way の人っていると思うんだよね？その理由は、父親の都合で転校できない人がいるからなんだよね？ 

 

２．ここで、自分の中の Goal を選択肢として C する。 

 今こういう話してるけど、way の defi 二つ思いつくんだ。 

①just way ②way ＋ mtv って言って、Devide の説明する。 

                            

           

          

 

 

 

 

 

３．双方にどっちで考えててたのかを Q で聞く！！ 

     ※other っていう選択肢を出すと、もっと安全！！ 

 

４、二人のアイディアを C 

じゃあ A 君は①で考えてて、B 君は②も含めて考えてたんだね！！ 

 

５．ごちゃり Point が発覚！！ 

  ってことは、今まで way の defi でごちゃってたんだ！！ってことが分かった♪ 

 

６．それを解決する S を打つ。 

  じゃあ、これを way の defi をしっかりさせて、もう一回話そう♪ 

  この話を出したのは A さんだから、A さんの defi に統一しよう！！ 

 

てな感じです☆ 

Student’s sit         ②<mtv>           

①<way>           ○use way     

   ○way to                 

        avoid sit     ×use way       

 

    ×way to 

        avoid sit                

 

 

 

Qで聞けば、万が一間

違ってても、ミスカン

にならない！！ 

Choiseが出てるね♪ 

誰に立証責任がある

か考えて、Startに戻

ろう！！ 



ごちゃってた時の Step 

１．二人の Idea を C する。 

２．対立している解釈・概念を提示する 

３．Q でそのひとがどっちの Idea だったかを聞く。 

４．それを C する＝ごちゃり Point をテーブルに浸透させる。 

５．それを解く S を打つ。 

 

 

パターン２：相手のアサンプションを引き出す！！ 

      （NFC で Harm２が来た場合） 

 

状況：Topic は死刑 

NFC で Harm2 を出されたんだけど、Teacher も助けれればいいじゃんって言ったんだけど、流れない。何をしたい

のかが分からない。 

 

１．相手のインテを Close Q で聞く！！ 

Your intention                           C/C＞victim 

                       ○help victim   C/C＝victim 

       ○help C/C                       C/C＜victim 

                       ×help victim 

    ×help C/C   ○help victim 

               ×help victim 

 

２．インテ（A）を C する。 

 

 

パターン３：Direction でアーギュされたんだけど、インテがよくわからない。 

 

１．相手のインテを Close Q で聞く！！ 

Your RSN                 AAD    

       more better sit                        

                         avoid DA 

    ×more better sit   T/M 

                   ×T/M 

 

２．相手のインテを C する。 

３．自分のやりたい方向性に S を打つ。 

 

 

という感じです☆ 

パターン２・３とも Q で Handling をしてますよね？Q から始まった Handling はそのままのチャートで C と S が同

時に打ちやすくなります♪ 

これを Cでみんなやりがちだけど、Qだ

とミスカンしないし、相手にも話させる

ことができて気分良く終わらせること

ができるよ(＾o＾) 

Stepごとに one by oneでや

りながら、選択肢を書き足

していくといいよ♪ 



両者とも、Q の先に自分の持っていきたい方向（S）があるよね？これが leading Q です！！ 

多分、最初からごちゃり Point を Q でつめてれば、ごちゃらなかったし、ごちゃってからだとそこを再確認すれば

解消できることが多いです。 

 

つまり、ごちゃり解消（Handling）は 

①ごちゃる前 

②ごちゃった後 

の２種類あります。 

 

ちなみに最初は Q で自分の理解を助けるって言ったんだけど、実は Treat とか Handling って相手（発言者）のアサ

ンプションを引き出して、それをテーブル理解として引き出しているんです！！ 

 

 

understanding        

 

                            

                 

 

         自分    発言者         さっきとは逆！！ 

 

ごちゃってるときとかっていうのは、大体渦中の人はその原因が分からないんだ。だからいつまでたっても先に進め

ない。そんなときに、Q を使ってその原因を引き出してあげるのが Point なんだ☆ 

 

  

大切なのはアサンプションを疑うこと！！それにはマクロな内容把握が絶対条件！！ 

 

 

相手のプレゼンを AREA プレゼンの構造で意識してると、いい感じに理解できます。 

相手の発言                          ＜脳内 Step＞ 

     カンプラやりたい（Assertion）                         ①何が今テーブルに浸透していないかを考える。 

         ②その部分で答えられる回答を複数考える。 

               ？？？？(Evidence/Example)     ③それを Q で選択肢として出して詰める！！  

 

 

      ？？？(Reasoning) 

 

ちなみに当たる Reading C は    ＜脳内 Step＞ 

相手の発言               Counter Plan        ①data と warrant を考える。 

                             Spike Plan        ②その二つから導き出される Claim を考える 

                  っていう感じで行われているはずです。 

               J/G should m/b/s            但し、それでも claim が絞り込めないときに Q 

more better       を使うと Good です♪ 

100

％ 

60％ 

Q で understandingを

うめる＝reading Q 

両方できるのが Best！！簡単なのは①．最初は①を出

来るようにして、出来るようになったらわざと放置し

て、ごちゃり回収にチャレンジしてた♪ 



（４）最強の Q？ 

 さっきも Handling の Step から導き出される、最強の Q（？）は．．． 

１．What we are talking about？ 

２．What is the goal of this talking？ 

３．What is the procedure to finish this talking？ 

です！！いくらじぞってても、勇気さえあれば誰でも聞けるよね？ 

聞いたら、それを C させてもらえば、そのあと順番にやっていくだけだから、一躍 Handling が出来るようになっちゃ

うわけです♪ 

しかも、大体自分が話わけわからなくなった時は、周りの人も白熱していてミクロになっていることが多いです。

だから、それまではたとえじぞってても、このマクロな Q をするだけで、みんな一回冷静になって、話を終息させる

ことができます！！あなたの Q ひとつで話が進むんだよ？それってすごくない☆ 

 

   ＜our talking＞        

  area)            こんなチャート書いて、one by one で教えてもらえば、マクロな C 出来るし、その 

Task)      後も議論に参加できるからオススメだよ☆ 

  Clear) 

  Unclear) 

  Goal) 

  Procedure) 

 

 

 

ここまで読んでくれて本当にありがとう！！Q って初歩的なことだと思うかもしれないけど、ここに書いたとおり、

すごい奥が深くて、難しいものなんだ。でも、だからこそ使えればすごいいいスキルだと思うんだ！！それに Q を使

えば、一人で話すことなく、テーブルメンバーと一緒に話しをしながらテーブルを進めることができるんだ！！俺の

理想のディスはみんなで話すことなので、Q の使い方にすごい気を使っているつもりです。顔はこんなおっさんでも、

やさしいディスしてるつもりですｗｗｗ 

Q を使えば、ミスカンしなくて自分にもやさしいし、意見を押し付けることなく一緒にできるから、他人にもやさ

しいんです☆スキルなんて、使い方次第でどうにでも変わります！！みんなも Q を上手く使って、自分が思い描くデ

ィスカッサントになってね♪ 

 質問・プレパなど何かあったら、いつでも声かけてね♪みんなの成長応援してます！！ 

 

当日配布するマテとかは MSN の Skydrive にあげとくので、自由に DL してね♪ 

Skydrive ID：discussion@live.jp   Pass:policy 
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