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第1節　はじめに

1－1　本稿の目的

Ａ　筆者の自己紹介、芝崎ゼミとの関わり

GMS学部芝崎ゼミのゲスト講師として時折駒澤大学に招いていただく筆者が最初にゼミ生を指
導したときに取り上げたのが、本稿で論じるProject Design Matrix（以下、PDM）である。このゲ
ストゼミをきっかけにゼミ生と出会い、教育の面白さと深さに心を奪われ、人の成長に少しでも関
われる幸せを感じ、「アサンテ・サーナ」ゼミや「戦争と平和」ゼミなどいくつかのゲストゼミの
機会をいただき今日にいたる（「アサンテ・サーナ」ゼミについては本論集第19号の拙稿「「アサン
テ・サーナ」ゼミにみるゼミ生の学び」参照）。年1回開催する単発型のゲストゼミに留まらず2016

年度は夏合宿にも参加し、プラトンの『国家』をベースにいくつかの実在する国家において国の理
想のあり方を追求し、あるいは国を分析するうえでプラトンの理論を適用するといった検証を他の
ゼミ生徒と一緒に楽しんだ。

Ｂ　本稿の目的は何か

本稿は日本のみならず他の援助国や国際機関で広く用いられているPDMを用いたプロジェクト
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This paper provides the changes and fi ndings of students who have participated the PDM seminar, the 

seminar aims students to acquire logical thinking process through practical approach instead of theoretical 

approach.  This paper also provides basic concept of Project Design Matrix （PDM）, a management 

tool for designing, monitoring and evaluating a project at every level, PDM has been widely used as a 

project design and management tool by bilateral and multilateral donor organizations including Japan 

International Cooperation Agency （JICA）, which is one of the largest bilateral technical assistant donor 

organizations in the world.  The PDM summarizes the narrative of activities, outputs, project purpose and 

overall goal of the relevant project.  The project is launched when preconditions exist, and then activities 

are initiated.  An output may comprise several activities; accordingly, a number of activities can be nested 

within one output.  In turn, multiple integrated outputs may comprise a project’s purpose.  Put simply, 

outputs are produced through activities, while the project purpose is achieved through these outputs. The 

PDM also establishes a link between the narrative summary and fi nancing and resource inputs, as well as 

assumptions that may critically infl uence the progress of the project.
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の策定・計画立案手法を解説するとともに、本手法を芝崎ゼミで実践的に学ぶことにより3年生前
期のゼミ生にどのような変化がもたらされるのか解明することを目的とする。
本稿で述べたいことは、論理的思考を身につけるには思考そのものを学ぶのではなく実践が一番
である、特に実社会の課題を解決するためのプロジェクトを立案するプロセスで「必要十分条件」、
「原因-結果」、「手段-目的」といった概念を具体的なものとして学ぶことができる、ということで
ある。
グループワークがもたらす効果も大変大きい。論理を実践的に学ぶには独学では限界があり、グ
ループワークを通じて理解を深めていくことが効果的である。また立案したプロジェクトに対し他
のゼミ生を交えて論理的正当性を論じ合うことにより、習得度はますます高まる。
もちろんPDM手法を学ぶことでいきなり論理的思考が身につくわけではないが、多くのゼミ生
に見られた変化として少なくとも議論における論理性を意識するようになったことは挙げられる。
なぜそのような結論になるのか、その論点を立証するためには何が必要なのか、PDMゼミ以降し
ばしばこのような議論を自信を持って行う姿が見られた。ゼミ課題の題材は異なっても考え方の基
本となる部分は共通しているといえるので、論理整合を意識した思考を一回のゲストゼミの機会に
集中的に勉強できるメリットは大きい。
なおPDMという用語は手法を意味することと、マトリックス（プロジェクトの計画概要をとり
まとめた表）を意味することがあるので、本稿では前者をPDM手法、後者をPDMと書き表すこと
で区別する。

1－2　「PDM」ゼミとは何か

Ａ　「PDM」ゼミの概要

「PDM」ゼミの流れを以下に記す。

事前準備1　グループワーク　（発表当日まで継続して）
　一班5人前後からなる班構成が発表される。ゼミ生は配布される資料にある【バス公社の事例】
を読み込み、この課題を解決するためのプロジェクトを計画立案する。作った計画をPDMの形式
に落とし込み、発表準備や質疑応答対策をする。

↓

事前準備2　JICA訪問　（2週間前）
　各班からゼミ生が独立行政法人国際協力機構（以下、JICA）本部を訪れ、PDMドラフトを発表
するとともにこれまでの準備過程でわからなかった点を質問する。出される全ての質疑にそのま
ま返答すると、ゼミ生たちが悩み、迷い、獲得してゆくプロセスが少なくなってしまうので、質
問の内容によってはヒントの提示に留めるなどの配慮をしながら対応する。PDMドラフト発表に
対しても、より完成度の高いPDMが作成されるべく助言をする。

↓
本発表
　本発表にはJICAから評価を専門的に行う部署に所属していた他の職員も参加する。発表そのも
のは10分程度の時間を割り当てているが、議論が白熱して一班あたり1時間近く要することも多い。

↓
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反省・感想提出
　本発表終了後1週間以内に反省と感想を提出する。論理的に考えることの難しさ、グループワー
クの楽しさ、タイムマネジメントの難しさ、発表や質疑応答がうまくいかなかった悔しさ、将来
への抱負など多くの想いが綴られた感想が毎年届けられる。

Ｂ　PDMについて

PDMとはProject Design Matrix の略であり、プロジェクト計画の概要を一つの表にまとめたプロ
ジェクト計画概要表である。もともとは1960年代に米国国際開発庁（USAID）によって開発され
た開発援助のための理論的枠組みであるロジカル・フレームワークがその発祥とされる。
ロジカル・フレームワークはプロジェクトの概要を１つの表で表し、「活動」「成果」「プロジェ
クト目標」「上位目標」という因果関係で捉え、段階別に記述するものである。PDMはこのロジカル・
フレームワークやドイツ国際協力公社（GIZ）の目的指向型プロジェクト立案手法で用いるマト
リックスを参考に一般財団法人国際開発機構によって改良された。1990年代にJICAに導入された
PDM手法は、プロジェクトの進捗管理ツールとして多くの国際機関やNGOに定着している。JICA

においては全ての職員が習得するコアスキルとされている。

Ｃ　PDMの構成要素

PDMの作成はプロジェクトの計画内容を詰めながら行われ、表１のような形式をとる。以下検
討する順に沿ってプロジェクト目標（①）から外部条件（⑧）に記載されるべき内容を簡潔に記す。

①プロジェクト目標
プロジェクトを実施することにより、その終了時までに達成することが期待されている目標であ
る。ターゲット・グループへの具体的な便益や正の効果を、達成された状態を示す文章で表す。定
められた期間内に効率よく目標を達成するために、プロジェクト目標は一つと定められている。
②成果
プロジェクト目標を達成するために、プロジェクトの活動によって達成される中間目標である。
成果も達成された状態を示す文章で表す。通常成果として、3から5項目が設定される。

表1　PDMの構成要素
指標 指標入手手段 外部条件

上位目標
⑦

⑤ ⑥ ⑧

プロジェクト目標
①

⑤ ⑥ ⑧

成果
②

⑤ ⑥ ⑧

活動
③

投入（日本側）
④

投入（相手国側）
④

前提条件
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③活動
成果を実現するために、「投入」を効果的に用いて実施する具体的な行為のことである。プロジ
ェクトの活動は多岐にわたるので、各成果につながる主要な活動を書き出す。運営管理やモニタリ
ング・情報収集のための活動も含める。
④投入

PDMに示されたそれぞれの活動を実施するために必要な人員、施設、機材、資金を投入と呼ぶ。
活動ごとに投入を検討し集約すると、プロジェクト全体で必要な人員や資金が把握される。投入は
援助側、非援助側に分けて明記する。
⑤指標、⑥指標入手手段
指標とはプロジェクトの成果、プロジェクト目標及び上位目標の達成目標値を示すものである。
指標の設定によりこれらの達成目標が明らかになり、より客観的な検証ができるようになる。
指標には、測定するべきデータの種類、量、質、時期といった要素が含まれる。指標はできるだ
け定量的に設定した方が達成すべき基準が明確になる。プロジェクト実施期間中に行われるモニタ
リングや、終了時に行われる評価では、この指標を使ってプロジェクトの進捗状況や達成状況を検
証する。
指標入手手段とは、指標のデータを得る情報源のことである。プロジェクトの内外で収集された
統計、記録資料等が入手手段として使用される。入手に当たっては、情報の信頼性、情報へのアク
セスの容易性、情報収集にかかる経費が考慮される。
⑦上位目標
上位目標はプロジェクト目標が達成された結果として発現することが期待される開発効果、つま
り正のインパクトである。
⑧外部条件
外部条件とは、プロジェクトを成功させるために（ア）重要であるが、（イ）プロジェクトでは
コントロールできず、（ウ）満たされるか否か不確かな条件である。農産物収穫量の増大というプ
ロジェクトに対して「年間1,000ミリ以上の降雨量がある」や、米の販売による収入増というプロ
ジェクトに対して「米の売価が下がらない」といった条件が外部条件となる。

Ｄ　PDMの特色、利点

（1）論理性
PDMの作成に至る分析過程では、「原因－結果」、「手段－目的」等の関係に基づいて状況が論理
的に分析される。プロジェクトの計画全体をその論理構成も含めて一目で概観できるので、PDM

を使用することにより多数の関係者間で計画内容を容易に共有することができる。
（2）適確で効率的な運営管理

PDMを用いることによってプロジェクト・サイクルの全過程を一貫して運営管理することがで
きる。目標や成果などを計画時に明確に設定するためプロジェクトの運営管理に属人的な要素が入
り込む余地が少なくなり、運営を効率よく的確に行える。
（3）援助の透明性の確保
計画の過程や根拠が明らかになることにより、プロジェクト・サイクルの全体像が明確になり、
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開発援助事業の透明性を確保する上で有効である。

第2節　PDMゼミ

2－1　事前準備1　グループワーク

【バス公社の事例】

《現状》
中南米のA国の首都L市では、バス総台数の9割を保有するバス公社と中小の民間バス会社3社が市
民の足となっている。ところが、ここ数年はバス公社の事故が急増し、交通渋滞の主な原因とな
っている。このため、バスの乗客ばかりでなく、道路を利用する他の人々の不満も募っている。
また、公社のサービスの低さに比べて、職員ばかりが多い（1,550名）との批判もある。

マスコミもこの問題を頻繁に取り上げ、バス公社に対して非難を浴びせている。そのため、市民
は比較的安全な民間バスを利用するようになり、バス公社の経営は悪化の一途をたどっている。

バス公社の事故の原因の一つは技術的なもので、バス自体の老朽化と整備不足である。定期点検
は行われておらず、修理しようにも整備用資機材が不足しているうえ、整備士の技術も不十分で
ある。さらに、補修が行き届かない道路をスピードを出して走ったり、信号を無視したりなど、
運転手のマナーの悪さも事故の一因となっている。

バス公社はA国の運輸省を通して、公社のバスサービス改善のための協力を日本政府に要請して
きた。

上記は配付資料の1ページ目に掲載されている【バス公社の事例】である。この情報に加え前述
したPDMの構成要素の説明など、必要最小限の内容が書かれた資料が配布される。ゼミ生は資料
をもとに、【バス公社の事例】で述べられている課題を解決するためのプロジェクトを立案する。
立案したプロジェクトをPDMの形式で発表し、内容の論理性や妥当性について議論することが
「PDM」ゼミである。言葉にするとこれだけであるがゼミ生の多くは20時間以上、班によっては30

時間以上もグループワークを行い発表当日に臨む。
グループワークに取りかかる時点では、問題と原因を導き出して対処する活動を設定するのだか
ら、やることもある程度決まっていて方向性もすぐに定まるだろうと考えているゼミ生は多い。が
実際には因果関係一つを作るのも大変だったと多くのゼミ生が振り返る。

論理的思考を考えるということの本当の難しさは、考えることだけにあるのではなく、自分の思
考を相手に伝えることにもあるのだと思った／自分の意見をしっかり自分の中で論理的に組み立て
て発言しなければ、それがとても良い着眼点であっても、人に伝わるだけのロジックが未完成なた
めに理解されず、間違った考えと判断されてしまう／一歩計画を前進させるだけで非常に多角的な
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検討と緻密さが必要とされ、予想以上に大変だった／

このようなゼミ生の感想にもあるように、自分の考えを論理的に伝えることができずにもどかし
い思いをした人もいれば、メンバーの衝突があった班もあった。一度決まったはずのことが後から
蒸し返されたり、メンバー全員が集まる時間が非常に限られてほとんど誰かが不在の状態でPDM

作成を進めざるを得なかった班もあった。いろいろなドラマがグループワークには存在する。

2－2　事前準備2　JICA訪問

JICA訪問は「PDM」ゼミ開催日の2週間ほど前に行われる。年度によって人数は異なるが合計10

人前後のゼミ生がJICAを訪れる。それぞれの班で作成したドラフトPDMを提示してアドバイスを
得るとともに、自分たちだけでは解決が困難な疑問を解決することを目的としている。
多くのゼミ生が出してくる疑問は、情報が限られているので補足して欲しいという点についてで
ある。A国を実在の国に定めないと前提条件を決めるのが難しいのではないか、事故の急増とある
がどれくらい事故件数が増えたしたのか、公社バスの利用者はどれくらいおりそれに対して公社の
運転手や整備士は何人配置されているのか、バスの利用料金やバス公社の公務員の給料はいくらか、
自分たちで立案するプロジェクトの予算や規模はどれくらいなのか。
これらの質問については、自由に設定してよいと答えている。例えば本プロジェクトに総額800

億円の予算をつぎ込む、といったあまりに非現実的な想定は困るが（日本の政府開発援助のうち技
術協力事業等予算は年間約1600億円である）、課題解決に必要な投入はしてよいとしている。
「PDM」ゼミの目的は実在しないA国の詳細な設定を行うことや、中南米のバス公社の実態を調
査することにあるのではなく、あくまでプロジェクト目標を達成するための成果や活動を過不足な
く設定することを通じて、論理的思考を鍛えることにある。ゼミ生の多くは周辺情報を集めるとい
う取り組みやすい作業から取りかかりたいのだろうが、順番としてはまず【バス公社の事例】の課
題解消につながるプロジェクト目標の設定、そして目標達成のための成果や活動、投入の設定を行
うよう指導している。
他にも以下のような疑問がこれまで出されているので紹介する。JICA訪問の際に道筋を示しす
ぎてしまうと、グループワークの際に多くの試行錯誤がなされず提示された作業を行うだけに終わ
ってしまうので、毎年加減は注意しつつゼミ生からの質問に対応している。

【JICA訪問の際に出された疑問の一例】
・プロジェクト目標に直接つながらない成果や活動は実施してもよいのか。
・プロジェクトの活動主体はバス公社であり、日本側は調査や提案を行うプロジェクトだが、それ
でもよいか。
・プロジェクト終了時にどの程度プロジェクト目標が達成していれば、「成功」と判断されるのか。
・サービスの改善の指標として数値的なものを制定しづらい。どこまで細かく指標を設定すべきな
のか。
・運転手のマナーが悪い（信号無視をしたりスピードが速すぎる）のは、運転手が急がなくてはな
らない状況にあるためと考えられる。現在よりも余裕のあるダイヤを組めば、急がずに運転できる
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のではないか。

2－3　本発表　

発表当日の流れは、各班の発表、議論（質疑応答）及び講師陣からのコメントという3つのステ
ージからなり、それぞれ10分前後、30分前後、5分前後の時間を割り当てている。休憩時間を含め
て4班で3時間半から4時間ほどである。

PDMの発表は模造紙にポストイットという組み合わせを用いる。パソコンでスクリーンに映し
出すより見やすく、PDMに変更を加える際に該当するポストイットをはがして書き換えるだけで
あるので手早く修正が可能、と利便性も有している。
よく見られる不完全なPDMとして次のようなパターンが見られる。 

一つはAがBの結果をもたらしBがCの結果につながる、という関係があるにもかかわらず、途中
段階のBを省いてしまい直接A⇒Cとしてしまうケースである。プロセスを飛躍させてしまい、時
系列的に段階を追うことができていないことが原因でこのようなPDMになってしまう。
もう一つはEが達成されるためには、ABCDが全て揃う必要があるにもかかわらず、ABC（もし
くはAとB）しか設定されていないケースである。こちらは必要十分条件が揃っていないことが問
題である。
上述したケースのような欠点は、発表後の議論の中でゼミ生自身の手で明らかにされることが多
い。特に似たような成果や活動を検討おり最終的に自分たちで没にしたアイデアを発表班が採用し
ていたりすると発表後の議論が大変白熱して面白くなる。片や自分の班が設定した項目の正当性を
主張し、片や不適切であることを立証しようとする。説得力のある代替案を提示することで一気に
決着がつくこともあれば、議論が平行線をたどることもある。PDMの面白い点はちょうど東京か
ら大阪への経路が一つでないことと同様、解が一つとは限らず設定の仕方によってはどちらも「有
り得る」ということである。もちろん効率性の観点から投入量や活動量の比較により優劣をつける
ことが可能ではある。しかし計画そのものの論理性に誤りがあるということにはならない。
また班によっては、本来ならプロジェクトの中で扱わなければならない項目を外部条件に設定し
てしまうケースも散見される。例えばある班は「技術者がちゃんと研修に参加すること」を外部条
件としていたが、この班には技術者が研修に参加する仕組みをプロジェクトの中で作り出すことが
求められる。この項目はプロジェクト内でコントロールできない、と安易に外部条件として設定し
てしまうのではなく「プロジェクトの内部化」を目指して試行錯誤を繰り返すことにより、起こり
得る多くの状況に対応できる、より完成度の高いPDMが構築できる。

第3節　終わりに

3－1　「PDM」ゼミの意義

「PDM」ゼミの意義とは何か。このゼミはゼミ生のどのような面をどのように引き出すことがで
きるのかを、ゼミ終了後に提出された感想を元に考察する。
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Ａ　言葉の曖昧さに対する気づき

それぞれの人にそれぞれの意見があり、それぞれに論理的な解釈の仕方があるのだということを
身をもって体感することができ、人に伝えることの難しさを改めて実感させられた／今まで以上に
班の共通認識を持つことを求められる一方、それが難しくもあった。同じ言葉を使っていても、人
によって捉え方が違うなんてざらで、それをすり合わせていくことも難しかった／一番難しいと感
じたのが“自分の考えを人に伝える”ということであった／

完成したPDMは100人中100人が同じ解釈しかできないような内容にすること、と事前準備の段
階で伝えている。ところがPDMが完成に近づけば近づくほど、一語一語が意味する範囲や定義に
ついて同じ班のゼミ生同士が必ずしも共通認識を有していないことに気がつく。これは通常のグル
ープワークではおそらく見過ごしてしまう点である。「指示代名詞の多用」、「あうんの呼吸」、「暗
黙の了解」といった曖昧さの原因をPDMから徐々に排除して、完成した文章として言語化するこ
とにより、実はこれまでの認識は「わかったつもり」でしかなかったということがままある。
普段使用している言葉が実はそれだけ曖昧なものであり、別解釈の余地を含んでいることに愕然
とするゼミ生は多い。この気づきはすぐに次のゼミから活用される。「この班ではどのような意味
でその用語を用いているのか、定義は何か」、「この発表では同じ対象を指しているにもかかわらず
異なる用語を使用している」、「これまでの説明からだけではこの結論を導くことはできないのでは
ないか」といったやりとりが普段の芝崎ゼミで容赦なく飛び交うのも、「PDM」ゼミで言葉が内包
しうる曖昧さに気づいた人が多いからであろう。

Ｂ　議論を楽しむ

発表が終わった後に、自分たちの作品にここまで愛着を感じたのは初めてだった。評価はどうで
あれ、一生懸命みんなで考えること、悩むことの楽しさを感じることができた／「確かにそれは足
りないところだな」と思うことや質問の返答が納得できるものであることが多く、議論が楽しいと
感じるようになった／本番では発表する側も質問する側も高い集中力で質の高い議論ができたこと
をとても嬉しく思った／一つのプロジェクトを論理立てて考えることや、他の班の発表のおかしい
と思う部分を見つけることの面白さを感じ、またPDMをやりたいと思った／

一回のゲストゼミで得られることの中で、「議論が楽しいと感じる」は最上の部類に属する成果
ではないだろうか。PDM作成のグループワークを通じて得られた「楽しさ」や議論しあうことの「面
白さ」がずっと続いてほしいと願うと同時に、この「楽しさ」に溺れすぎて議論そのものが自己目
的化することのないよう、願わずにはいられない。

Ｃ　パワーポイントでなく模造紙とポストイットでの発表

パソコンを使わずに手書きでポストイットと模造紙という機械の力を借りない発表なので停電も
怖くない／論理的思考のロジックをポストイットを使って可視化する作業は大変／ポストイットを
上下に並べるだけで一見しっかりと繋がっているように感じるが、しっかりと一つ一つ見ていくと
繋がりがおかしい点がいくつも見つかる／
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パワーポイントのスライドのようにきれいな形にまとまってしまうと、思考停止に陥ることがあ
る一方で、模造紙、マジック、ポストイットを用いるやり方は論理の不整合が目につきやすいので
はないかと筆者は感じている。プロジェクトの構成要素とそれらの関係性の確認を論理的に示すに
は、視認性の観点からもパソコンより模造紙とポストイットの方がはるかに有用である。
模造紙上に広げられたPDMは「原因－結果」、「手段－目的」等の論理構成やプロジェクトの計
画全体が一目で概観できるので、論点整理を行うには最適の手段である。もちろんPDMの作成に
取りかかる準備に若干の時間がかかることや、ある程度広いスペースが必要といった制約もあるが、
議論が活性化する効果を勘案すると余りあるものがある。

Ｄ　「PDM」ゼミの意義

これまで紹介してきたゼミ生の感想からも「PDM」ゼミの意義は論理的思考の習得だけに留ま
るものではなく、多くの副産物も得られていることがわかる。
お題目として掲げている論理的思考といっても特に目新しいものではない。「外部条件」や「指
標入手手段」といった言葉は耳慣れないかもしれないが、個々の概念そのものは大半のゼミ生にと
って既知のものであり、論理性に沿って整理、再構築しただけのものといえる。
さはさりながら、実際にJICAをはじめとする多くの組織が事業マネジメントの際に用いる手法
を体得することにより、ある種の「型」が身についたといえるのではないか。
何らかの事業を実施するうえで投入を用いて活動を行い、それによってアウトプットを生みだし、
複数のアウトプットが統合して目標を実現するという階層構造が成り立つということを体感（脳感）
することこそが本ゼミのもっとも大きな意義ではないかと考える。

3－2　「PDM」ゼミの課題

芝崎ゼミのゼミ生は2年生後期に「アサンテ・サーナ」ゼミに参加しており、グループワークや発表、
議論の経験はある。しかし4年生と共同で実施された「アサンテ・サーナ」ゼミとは異なり、「PDM」
ゼミは自分たちで発表、議論を本格的に行う初めてのゼミである。まだ議論の基本が確立している
とはいえない時期に「PDM」ゼミを実施することは、前述したような意義がある一方でいくつか
の課題もある。

課題の一つに望ましい援助のあり方について論じ合う際に、論理的整合性という観点からみた
PDM自体の完成度と、立案したプロジェクトそのものに対する評価というレベルの異なる両者が
混在して議論されることがある。
よいPDMの条件として論理的整合性がしっかり取れていることはもちろんであるが、【バス公社
の事例】の課題を解決するための“良い”プロジェクトが立案されていること自体も大変重要であ
る。良いプロジェクトとは人によって考え方は異なるであろうが、有効性、効率性、妥当性といっ
た側面についても考慮されていることが開発援助委員会（DAC）においても求められている。
例えばプロジェクト目標に対して関連の深い成果が設定されており両者の関係において有効性が
高い、あるいは設定した成果を達成するための活動項目が過不足なく設定されており効率的である、
と認められるプロジェクトが立案されたとする。しかし残念なことにそのプロジェクトは【バス公
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社の事例】にかかる課題を解決するという観点からはあまり効果が認められないケースがあり得る。
ゼミ生の熱い議論の渦に巻き込まれすぎず、適切な交通整理が必要とされる。

活動間の相互関連性が意識されておらず、十分構造化されていないまま議論が進んでしまうケー
スも散見される。研修計画立案⇒教材作成⇒研修そのものの実施といったような時系列な思考にな
っておらず各活動が並列されている。条件が整わないと取りかかることができない活動もあること
が十分認識されていない。PDMは確かにプロジェクト全体を見渡すことができる計画概要表であ
るが、そこに記載すべきは時間的要素も考慮した奥行きのある内容である必要がある。
時系や相互関連性を意識するには、実施されるべき順にナンバリングを行い、活動項目も1－2、

2－3といった形で整理することが推奨される。

他の課題としては、自分たちの発表を客観的に突き放して捉えることが困難な点が挙げられる。
「班以外のメンバーにも見てもらい、弱点を指摘してもらうように」と毎年準備段階で伝えてはい
るが、多くの班では時間ギリギリまでPDMの完成度を高めることに没頭する結果、発表当日に初
めて外からの新鮮な目で批判に晒されるということが多い。タイムマネジメントの問題と片付ける
のは簡単だが、班のメンバーだけでは見えている範囲が限られていることに気づいてほしい。

今後もゼミ生が互いに研鑽し、高め合ってほしいと願うとともに今年度もPDMゼミにかかわる
ことができた幸せに感謝しつつ、筆をおく。
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解題

芝崎厚士※

本論文「PDMゼミにみるゼミ生の学び」（以下「PDM論文」）は、本論集前号に掲載した「アサンテ・
サーナゼミにみるゼミ生の学び」（以下「アサンテ論文」）と同様、芝崎ゼミ所属の学生が宇多智之
氏及びその時々に参加してくださった他のJICA職員の方々の指導のもとに毎年行っているゲスト・
ゼミの様子を紹介し、その方法、意義と効果について考察していただいたものである。芝崎ゼミ自
体については、本論集第17・18号所収の拙稿を参照されたい。

PDMゼミは宇多氏に指導していただいているいくつかのゲスト・ゼミの中でも最も古く、ゼミ1

期生から現在に至るまで全てのゼミ生が経験している。アサンテ・サーナゼミは2年生と4年生が後
期に合同で準備し実施するいっぽうで、PDMゼミは3年生の前期に、3年生のみで準備し開催する。
3年生の前期という時期は、2年生の半年間（7期生までは1年間）のゼミ活動を経て、多少は文献を
読み、まとめ、報告できるようになり、アサンテ・サーナゼミや合宿などでグループ・ワークの基
礎を固め、ゼミ論を1度執筆したことでゼミ活動に慣れつつある段階である。いわば3年の前期とは、
ある程度の量を一定の期間内に次々とこなして、ゼミ活動を一通り経験し乗り切った段階だといっ
てよい。
ある友人がゴルフを初めて習いに行った際「まず自分の好きなようにクラブを200回振ってご覧
なさい」と言われて、まったくの初心者でやり方もわからないまま夢中に周りの見よう見まねで
200回振ってみたところでそのコーチが、「さあ、これでスイングするということはどういうことが
少しはわかりましたね」と言い、そこから具体的なフォームについてアドバイスをしてくれたとい
う。芝崎ゼミにおける3年前期はそのように、最低限のことは教示しつつも、小手先の技術やコツ
はあえて教えないまま必死に読み、考え、書き、報告し、討論することを積み重ねた状態なのである。
本論文で詳細に論じられている通り、アサンテ・サーナゼミは2年生にとってはいわば手探りで
グループワークや報告・討論の仕方をうわべの方法論をあえて与えずに「素手」でそして体で覚え
てもらうことが主眼であった（4年生にとってはそうした状態の2年生をいかに導いていくかを学ぶ
機会となる）一方で、PDMゼミはある程度量をこなせるようになった3年生がPDMという一定の枠
組の中で論理的思考を徹底的に鍛え上げることで、議論や報告の質的な向上をはかることに焦点を
置いている。おそらく、最初からPDMを与えてしまうと、その枠の中で、その枠によってしかも
のを考えられなくなり、PDM万能主義に陥ってしまう可能性があるが、その前段階で自分なりに
アンジッヒに、対象と自己との間での思考を積み重ねてきたからこそ、PDMゼミを通して思考の
幅が広がっていくように思われる。

PDMゼミを観察していて、1班ごとに報告と質疑応答の質やレベルがみるみるうちに向上してい
くことが手に取るようにわかり、毎年驚かされる。当初は宇多氏や私が議論を整理するような講評
をする必要があるのが、徐々にそうした必要も無く、ゼミ生達の議論の応酬だけで主要な論点が網
羅され、突くべき弱点や評価すべき長所に対する指摘もきわめて的確になっていく。私はよくゼミ
生に「ジェンガ（昔なら将棋崩しであろう）を崩すように、ここを1つ突いたらこのPDMがガラガ

※ 駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部准教授
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ラと全て崩壊するようなポイント」に「クリティカルヒット」「痛恨の一撃」を与えるようなコメ
ントをめざしなさい、と促すのだが、ゼミの中盤から後半になるにつれて「クリティカルヒット」
に近づくような議論が数多く出てくるようになる。
もちろん、一言で一気にポイントを突くような場合は少なく、フロアの側と報告者の側の間で、
こちらから見るとたどたどしく、言葉足らずでありながらも徐々に核心に迫っていくようなやりと
りを粘り強く見守っていく（時には軌道修正の指導を与えることもあるが、あくまで学生たちに考
えさせる）ことで、「クリティカルヒット」が生まれていくことが多い。そのプロセスや決定的な
帰結に至る瞬間はドラマティックでさえある。むろん、こうしたソクラテスの卵ばりの対話・応答
プロセスには時間がかかり、長い場合には1班の議論が1時間を超えることさえあるが、こうした経
験はゼミにおいてだけでなく、就職活動時のディスカッションや社会に出たあとでのミーティング
などでも十二分に生かされることになる。
以上のように、PDMゼミは単に援助や国際協力の分野だけでなく、さまざまなプロジェクト作
りにも応用可能な論理的思考の枠組として、ゼミ生を鍛え上げてくれる貴重な機会となっており、
夏合宿を控えた3年生にとって飛躍的に論理的思考を伸ばす契機である。
本学部では、学際的な研究・教育活動を行っている各教員が、さまざまな独自の工夫を凝らして
多様なゼミ活動を行っており、本ゼミはあくまでそのごく一部におけるささやかな試みに過ぎない
が、本論集の場を借りてその具体的な実践を紹介することで、受験生・高校教員・保護者のみなさ
まを初めとするGMS学部や芝崎ゼミに関心をお持ちの方々に参考に供することにした次第である。
最後に改めて、宇多氏を初めとするこれまで協力してくださった数多くの関係者のみなさまに心
から感謝を申し上げたい。


