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みなさんこんにちは。けー･∀･―です。 

 

「アイデア系とかお願い」って言われたんですが、

特に教えることもなくて、てか「アイデアは自分で

考えてください」って思ったので、ディスカッショ

ンで一番大切だと思うことを伝えようと思います。 

 

「ディスカッションで得られる能力」って皆一度は

考えたことがあるんじゃないでしょうか。論理力、

情報整理能力、プレゼン力、いろいろ思い浮かびま

すよね。でも、これ、ただディスカッションしてる

だけじゃケーススタディが積まれて賢くなった気

分になるだけで手に入らないんです。「ディスカッ

ションで得られる能力」には必要なものがあるんで

す。 

 

それは、「自分の思考法を確立すること」です。 

 

確立している状態としていない状態の基準ははっ

きり言えませんが、初めてのトピックでテーブル中

アーギュメントを作れない人、purposeで「今日は

ハンドリングします」とか言っている人、ディスカ

ッションの基本はプロソルだと思っている人は確

立できてません。腹立ったらごめんなさい。笑 

 

まぁ、そんなこんなで、「思考法」についてレクチ

ャーしようと思うのですが、ただただ僕の思考をア

ウトプットしていく形になるので、あくまで参考ま

でに、ということでお願いします。 

 

それじゃ、「Thinking Method」スター･∀･ート！！ 
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Ⅰ, INTRODUCTION 

＊What’s Discussion？ 

ディスカッションは、まぁディスカッションです。あるテーマについて議論をし、結論を求める一連の

流れですね。 

 

＊Essence 

ディスカッションで絶対必要なものはなんでしょうか？ 

答えは、アイデアです。それぞれが与えられたトピックに対し様々なロジックを持ち、共有、取捨選択

していくことで結論に近づいていくのです。 

 

そして、ロジックの種類によって、政策の採択を主張するものが Opinion Presenter となり、その形式

によって Format が形作られ、それらに対する反論や提案をするものが Argument とよばれるようになり

ます。 

 

ディスカッションはただのロジックの集合体だというとらえ方ができるかできないかだけでそこから先

の思考に大きな影響を与えます。 

 

またディスカッションには 

 

How to discuss 

 

What to discuss 

 

の二つの要素があるわけですが、どちらか一つでも欠ければディスカッションは成立しません。「ディス

カッションの能力」というのは、これらの二つに独立したものがあるわけではなく、両者を備えて初め

て「ディス力」が培われます。また、ディスカッションのもう一つの側面として、正しいことが正解と

は限らない、ということがあげられます。 

 

アイデアを伴わないハンドリング、テーブルに伝わらないアイデア、不正解の正論はいくら持っていて

も大学生活をすべて費やすほどの価値はありません。 

 

本当の「ディスカッション能力」の鍵を握るのは、論理と心理です。 

考えて、考えて、自分の思考と人の思考をいかに読み取ろうと努力することが大切です。そのためには、

あらゆる考えをまず受け止め、消化することが必要になります。これからの僕の話を抵抗感なく聞ける

かどうか、それが第一のステップです。 
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A = B 

 

C = B 

 

A = C 

Ⅱ、LOGIC 

みなさん、Logicがどういうものであるか、もう知っていますよね！ 

 

 

このように、Aと Bとの関連を証明するために、共通した Cを提示することで論理

を組み立てるツールです。 

 

 

☆Logicを検証するときのステップは全部で 3つ。 

①Vague Word 

②Data 

③Warrant 

☆Task：それぞれの論点が成立するか否かを検証し、主張の妥当性を確認すること。 

 

と、ここまではご存知の通りですね。この Logic というものが、ディス力の「論理」を支えるものにな

ります。 

 

＊Flexibility 

論理について考えるうえでのキーワードは「柔軟性」。そして、ある論理が柔軟性をもつために必要なの

は、「主張を明確にすること」になります。 

 

主張が明確であれば、それに対するアプローチはどのようなものでも構わない、という考え方です。勿

論、最短ルートを選択することは重要ですが、何よりもゴールにたどり着くことを意識しなければなり

ません。また、逆の発想から、アプローチが明確であれば、主張を導き出せる、ということも覚えてお

いてください。 

 

一見当たり前で深く考える必要のないような考えですが、実はディスカッションにおいてこの考え方が

あるのとないのとでは議論の幅・深さに大きな違いがあります。 

ここから先、FORMAT・ARGUMENTのセクションで深く説明していきます。 

 

＊Significance 

INTRODUCTIONで述べた通り、ディスカッションはロジックの集合体です。「主張」とそれに対する「アプ

ローチ」が最も明確に表現され、いつ、どんな議論がおき、その結論がどのような影響を及ぼしたかを、

おさえることができます。これらの情報を各ロジック単位ではなく１回のディスカッション、１トピッ

クのディスカッション、１タイトルのディスカッション、すべてのディスカッションといったように規

模を広げて一つのフレームに落とし込んでいくことで論理的思考が完成されていきます。 
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Ⅲ、FORMAT 

Format とは、ディスカッションでメンバーが効率的・論理的に議論ができるように議論の順序・方法が

構築されたものをいいます。 

 

＊Purpose 

ある一つの Logicを検証するのに都合がいいようにすることです。 

 

多くの人が勘違いしているようですが、あくまである一つの Logicの検証過程が Formatとして表現され

ているだけで、これがディスカッションの全てではありません。いうなればただの Talking Point の羅

列です。 

 

＊Variety 

Logicの検証過程が Formatであるとなれば、Formatは Logicの数だけ存在することになります。「Format」

にディスカッションを縛られないようにしましょう。 

 

ここで大事なのは、先ほど述べたように、各ロジック単位ではなく広い視野から思考を巡らせること。

無限にあるロジックから共通の法則を見出し、効率化をはかります。いわゆる「Theory」を構築するわ

けです。 

 

＊Theory Construction Method 

「Theoryの構築」、難しそうですか？まずその意識を捨ててください。つまるところただの Logicですか

ら、「主張」と「アプローチ」、それにほんの少しの情報が加わるだけです。 

 

『主張』 

まずは主張から。単純に考えて、主張がある場合とない場合がありますね。 

あるものが ①Opinion Presenter System 

ないものが ②No Opinion Presenter System につながります。 

 

①Opinion Presenter System（e.g. PSF、CAF、PRF） 

オピメがいるということは、ある一つの政策採択の是非を問うているわけですね。 

“We should take my PLAN” をメインクレームとしているわけです。 

政策決定の要素は当然変化前と変化後のコンパリソンですから、まず、考えるべき点が 

 

①変化前 ②変化の必要性 ③変化内容＝政策 ④変化の過程 ⑤変化後 

 

の 5点あることが分かります。これらは時系列の中にあるので、 

過去→現在→未来 

の流れの中で以上の 5点がどのように位置するかがポイントとなります。 
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このうち、現在から未来へ向けての時系列に位置するものが、S.Q と A.P.A をベースにした Format を構

成します。（e.g. Problem-Solvency Format、Comparative Advantage Format） 

一方で、過去から現在への時系列に位置するものが、S.Q と T.P をベースにした Format を構成します。

「現在→未来」のものとは異なり、政策はすでに採択されたもので、過去を現在として PSF や CAF によ

って採択されたプロセスを再検証する形になります。イメージ的には「現在→過去」となります。 

（e.g. Policy Reconsidering Format） 

 

＊Common Point 

ここで、時系列に左右されない、ある共通項を見出すことができることに気がついたでしょうか。 

それは、「変化の必要性」つまり NFCと「コンパリソン」です。Formatで最も大事なのはこの 2点。どち

らも「政策決定討論」という題目の中で、「政策を検証する意義」、「政策を採択する意義」という重要な

主張を含んでいます。 

 

主張となれば、アプローチはどのような形でも構わない、というのは先に述べた通りですが、このアプ

ローチの違いが、PSFと CAFの 2つの Formatを生み出しているのです。 

 

*Theory for NFC 

現在のディスカッションで主流とされている NFC の根拠は「日本政府の TASK」です。つまり、”to make 

better situation for Japanese Citizen” です。要するに、国民の利益を増進させる余地が見られれば

良い、という考えですね。 

 

このことから、Seriousness・Significanceという 2タイプの「余地」が生み出され、それぞれに応じた

Format が出来上がります。ロジックに変換すると以下の通りに表現され、エリアタスク云々の話は、単

にロジックの検証に必要であるか否か、ということです。セオリーってそれだけですよ。一つ注意点は、

CAFの場合、considerの意味は単に「見る」という意味ではなく、「検証する」という意味です。

 

Problem-Solvency Format 

There is necessity for consider the PLAN. 

 

There is room to make better situation for J/C. 

 

There is serious situation for J/C. 

 

There is harm. 

 

There is problem. 

 

Comparative Advantage Format 

There is necessity for consider the PLAN. 

 

There is room to make better situation for J/C. 

 

There is may be significant situation for J/C. 

  Observed situation makes PLAN. 

There is observed situation. 

 

簡単でしょ♪´∀｀☆

 

その他の Format、No Opinion Presenter Systemについては、容量の都合上、別紙で説明します。 
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Ⅳ、ARGUMENT 

＊Argument 

ディスカッションで最も大事な要素、「アイデア」。そのうち、オピメが提示したロジックのゴールとは

異なるゴールに向けて論理を展開することを Argumentとよびます。同じ「アイデア」である点ではベー

スにある Opinionと Argumentは根本的に同じであり、Opinion Presenterは最大の Argumentであると言

えます。 

 

＊Essence 

Argument の本質は「TAKE PLAN」です。PDD は「政策決定」を議論するもので、「政策判定」の議論では

ありません。Opinion Presenterが Argumentであるように、Argumentは Opinion Sheetなのです。いわ

ゆる「Counter PLAN」や「Spike PLAN」は上級者向けなどと言われていますが、「判定」で終わる Argument

はあくまで「決定」のための１ステップでしかないことを忘れてはいけません。 

 

＊How to make Argument 

「アーギュが作れない…」なんてよく聞きますね。そんなこと言ってるうちはどんなにテーブルで貢献

していてもディスカッサントではありません。 

Argumentを作る方法、単純に Opinion Sheetを作ればいいんです。「FORMAT」でロジックについて触れま

したが、同様に、”We should take my PLAN”をメインクレームにロジックを作ります。このロジックは過

去、現在から未来まで、すべての時系列におけるあらゆる条件を勝手に想定したものに基づいて作りま

す。このとき、TAKE PLANを主張するために当然コンパリソンのアイデアも含んでいなければなりません。 

 

＊Topicality 

Argumentを作ることの唯一の難関は PLANを考案することです。まず、皆リサーチが全く足りてないので

はないでしょうか。知識は降ってきません。 

 

まぁそれはそれとして、Argument、つまり Opinionを持つうえでもっとも重要なことは、Topicだけでな

く、Title、ひいては Policyとは何かを考えることです。たとえば、「いじめによって生徒がけがをした」、

「会社員の暴力により顧客がけがをした」という 2 つの状況があるとして、どちらも同じ「けが」が問

題であるにもかかわらず、それぞれ「教育問題」、「刑事問題」と異なる ISSUE に分類されます。なぜ分

類されるのか、それは、求められる議論が異なるからです。今回は「教育問題」ですね。「学校」と「社

会」は何が違うのでしょう？「生徒」と「社会人」は何が違うのでしょう？こうした考えを積み重ねて

いくうちに PLANが見えてくるでしょう。 

 

また、教育問題の PLAN の特徴として、Advantage が非常に確保しづらいということが挙げられます。こ

れは各トピックの定義のあいまいさに起因するものです。しかし、逆にいえばそれは PLANの多様化につ

ながる要因となります。多少複雑になっても僕は構わないと思います。オリジナリティーあふれる PLAN、

Argumentを作りましょう。 
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＊Strategy 

Argument で重要な要素といえば「ストラテ」ですね。オピメと異なるゴールを持つロジックを提示する

ことを考えれば、ストラテは単に、オピメとの違いを示していくことを言います。 

 

＊Significance 

実際のところ、ストラテは用意しなくてもいきなり Argumentを展開することはできます。しかし、その

ためには圧倒的なプレゼン能力とオーソリティが必要です。逆にいえば、その Argumentは多くがごまか

されており、通用しない人には全く通用しません。理由は、そもそも、ディスカッションをロジックと

してとらえたとき、最も重要な論点はほとんどがコンパリソンに帰結するため、それまでの過程につい

て議論することの Necessityが極めて薄いためです。 

 

つまり、Strategy の意義は必要性の薄いロジックを展開することの根拠を事前にコンセンサスにするこ

とができる、ということです。 

 

＊Necessity 

ストラテの意義は十分理解していただけたと思いますが、やはり、「Necessity」という言葉からは離れ

ることができません。どういったストラテが必要で、どういったものが必要でないのかを考えなくては

なりません。 

 

Argumentの構造から考えて、ストラテは 

 

①Deference と ②Priority 

 

の二つに大別されます。 

 

簡単にわかるかと思いますが、①のストラテだけを積み重ねることに意義はありません。むしろ、違い

が明確になるとその時点で Necessityが薄れてしまいます。②があって初めて Argumentに価値が生まれ

るのです。逆にいえば、②のストラテをうまく浸透させることができていれば、線路の上を進むように

Argumentが展開し、自然と成立させることができます。 

 

＊How to make Necessity 

相手のロジックについて違いを確認しながらも、それを隠しつつ優位性をコンセンサスにしたい、とい

うのがストラテの考えなので、話のベースを相手から離さないようにすることが大事です。そこで有効

なのが、Question から先読みした答えにつなげて誘導していく手法です。あたかも相手自身がそれを定

義したかのように見せることで、Necessityに疑問の余地を持たせないようにします。同様に、人の話に

自分の話を上乗せすることで、自分が背負うべき様々な立証責任を隠すことができます。ディスカッシ

ョンですから、自然な会話の流れを意識しましょう。注意点は、CCLやロングプレゼンになって「面倒だ」

と思われないようにすることです。PRESENTATIONの章でくわしく触れていきます。 
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Ⅴ、PRESENTATION 

「プレゼン」と聞くと、チャート・NLC・英語力・CCF といったものを連想しますね。これらはとても大

切なスキルです。しかし、多くの人がプレゼンを「一つの話を終わらせるための手段」としてとらえて

いるようです。これではいくら個々のスキルを高めたところでディスカッション全体に生きてきません。

プレゼンは、「人を自分のロジックに巻き込む手段」なのです。 

 

＊Role 

自分のロジックの重要性・妥当性などを伝えていくうえで、プレゼンが担う役割は二つあり、それぞれ 

 

①論理的作用 ②心理的作用   です。 

 

＊Logical action 

プレゼンの論理的作用は、いわゆる「スキル」に依存します。 

＊＊NLC（Numbering Labeling Content） 

まず、何よりも大切なことは、NLCです。これができるかできないかではプレゼン能力に雲泥の差が出ま

す。Logicが最も論理的なツールであるとすれば、その最も簡潔なプレゼン方法である NLCが最も論理的

であることは明白ですよね。 

＊＊CCF（Conclusion Comes First） 

続いて重要なのは CCFです。NLCにおいて Numberingが重要な理由の一つに話の先が見える、ということ

がありますが、それと同様に、主張がまず明確になることで、ベースのロジックと新たなロジックとの

対応関係が理解しやすくなり、ロジックの位置関係に対する意味のない議論を避けられます。 

  ＊＊Chart 

チャートはとても大事ですね。視覚的に情報を整理し、理解度をあげることができます。ただし、チャ

ートの意義はただ整理することではありません。チャートの意義は、情報の「保存」と、「関係の明確化」

です。特に、後者の認識を持つことで、ロジック同士の関係を掴むクセがついて、思考の幅が広くなり、

情報整理からの Suggestion がやりやすくなります。また、チャートの注意点として、「関係」を意識せ

ずに書いたチャートは混乱の原因になることを覚えておきましょう。 

 

＊Logical thinking 

プレゼンの論理的作用のポイントは、スキルとして NLC、CCF といったものを身につけることではなく、

思考法として身につけることです。その根本にあるのは、やはり「Logic」です。これまでの「FORMAT」、

「ARGUMENT」に対する思考の中で、常に重要項となっていたロジックをマスターし、ディスカッション

のあらゆる要素をロジックでとらえることができれば、その先の全ての応用技術は後から付いてきます。 

 

＊Reasoning 

ロジカルシンキングを手に入れることの重要性として、「Reasoning」があります。多くの人が行う、「セ

オリー」に基づいた Suggestionは、ただロジックの違いを示しているだけで、関係性をふまえた上での

優位性を示せていません。ワラントのないロジックと同じです。それではだめですよね。 



Thinking Method 

＊Psychological action 

プレゼンの論理的作用でのポイントは「Logical Thinking」ということでしたが、冒頭で述べた通り、

ディスカッション能力は「論理」・「心理」双方を備えて初めて意味を持ちます。「論理」はディスカッシ

ョンの中身の根本を作るもので、これは前提として備えていなければなりません。実際に、議論をして

いくうえでの難しさは、「コミュニケーション」としてのディスカッションです。こと、プレゼンに関し

ては、中身のアウトプット手段として、唯一「心理」に直接作用する役割を果たします。 

 

＊Authority 

プレゼンの心理的作用に最も大きな影響を与えるのは、いわゆる「オーソリ」です。構築方法は様々あ

り、論理的作用から派生するものもありますが、直接心理に作用する要素は、「自信」です。自信のない

人の話は信憑性が薄く、他人に介入の余地を与えてしまうので Authority が形成されません。自分を信

じられない人間がそのプレゼンを他人に信じてもらおうなんて難儀な話です。 

 

＊Atmosphere 

いわゆる「アトモス」です。好感を持てる人の話には抵抗感を持ちにくく、賛同しやすいですよね。と

てもシンプルなことですが、一回一回の「レスポンス」や「アイコンタクト」、「表情」、「ジェスチャー」

が大切です。人の話を聞く姿勢を示さなければ、自分の話なんて到底聞いてもらえません。 

 

＊Psychological Thinking 

ここまでは心理的作用の「心得」的な話でしたが、少しだけ戦略的な心理的思考の話をします。 

 

＊＊Order 

ディスカッションでは、Question・Suggestion・Objection・Confirmationなど、様々なオーダーがあり

ますが、この中で、最も心理的抵抗が少ないものは何でしょうか。「Question」ですよね。Questionの意

義は、「相手を情報の発信源にすること」です。相手を議論の中心に置くことで警戒心を弱めることがで

きるとともに、立証責任を自分で背負わずに済みます。このことは、Strategy を用意する際にも、

Suggestionをする際にも、とても重要になります。 

 

ポイントは、まず相手との共通点をベースに置き相手を発信源にし、相違点や必要な情報を確認したら、

それだけで終わってしまわないように、最後に相手に返す、ということです。返す過程で Strategyの優

位性や Suggestionを浸透させます。 

しかし、これだけを意識していると、自分自身が何をしたいのかがはっきりしなかったり、無駄に長い

プレゼンになってしまうことがあります。論理的な意義を見失わせないように注意し、十分に情報が共

有されている場合は回り道せずにズバッと発言しましょう。 

 

＊＊CCL（Conclusion Comes Last） 

CCLはアイデアにインパクトを与えたい時など、有効な場合がありますが、それは CCLというよりも、プ

レゼンの中にある Strategyが有効である、と考えられます。意図的でない CCLはだめです。 



Thinking Method 

Ⅵ、EXTRA 

最後に、ディスしてて思ったことをつらつらと書いていきます。技術的な部分にも軽く触れます。たぶん。 

 

＊Vague Word & View Point 

ディスカッションにおける最も基本的な要素ですね。今回は「教育問題」ということで、Vague Wordが大きなカギ

を握ります。ここで考えてもらいたいのは、言葉の「意味」と「V/P」について。Vague Wordには、その定義を V/P

に委ねる比率を大きくするとそれだけ言葉の「意味」が失われる、という性質があります。言葉というのは、世に

あるあらゆる事象・物を区別し、連想させるための道具です。「はじめに言葉ありき」と言いますね。しかし、V/P

による定義というのは、ある人の中の事象・物に後から名前を付ける、という逆の作業になるのです。実際に議論

されるべきはどちらでしょうか。誰か一個人のイメージなのか、共有されたイメージなのか。後者であれば、V/P

よりも例を共有していくうちに言葉の意味そのままに Vague Wordを定義していくことが重要になります。 

 

＊Basic Value 

ディスカッションではメンバー皆が多種多様な価値観を持っています。しかし、忘れてはいけないのは、PDDは日本

政府としての議論であるということです。“to make better situation for J/C”というタスクの下に議論をするわ

けですが、コンパリソンにおいて重要なのは「一般論」です。日本国民全員の主観ではありません。多くのテーブ

ルでコンパリソンがオフセットになってしまうのも V/P の弊害の一つです。A/Wはただ単に本人目線でのマイナスを

確認するためだけのツールであり、核心ではありません。ディスカッションの難しさであり、面白さでもあること

は、いかに価値観を一つの方向性に向けて収束させていくかということです。政府として、人間として、「当たり前」

のことを当たり前の Basic Valueとして受け止めることが、ディスカッションをすることの大前提です。「コンパリ

はオフセット」を前提にして、変えるつもりがないなら、もうディスカッション辞めたほうがいいです。 

 

＊Preparation 

プレパ方法っていろいろありますよね。多くの人がノートを作って経験を積み上げていますが、どうするかは個人

の自由です。自分に合ったものを探しましょう。ただ、単に得た情報を蓄積させることに意味はありません。情報

から自分で理論を構築できるようになって初めて、「消化した」といえるのです。情報を整理したその先を目指して、

フレームワークに挑戦しましょう。 

 

＊DISCUSSION LIFE 

あまりとやかく言う気はありませんが、ディス界によくある 

1年後期：とにかく喋る 2年前期：スキルを意識し始める 2年後期：セオリー理解（PSF） 

3年前期：集大成（PSF） 3年後期：いろいろ挑戦してみる 

っていう流れ、これって PSF使えるようになっただけじゃないですか？ 

1年後期：セオリー手に入れ、してとにかく喋って理解度を深める 2年前期：得たものを利用し、フレームワーク

につなげる 2年後期：挑戦の幅を広げ、一般理論構築 3年前期：集大成  3年後期：教育 

ってくらいでいいです。後輩に同じ道歩かせるなら教育の意味がないです。 

 

＊At the end of this lecture… 

とまぁ、ここまでいろいろ書いてきたんですが、ほとんどロジックの話しかしてないですね。ディスカッション自

体は本当にシンプルな思考法１つで収まるんです。あとは使いこなすために、＋αを考えるだけです。以上！ 


