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はじめに 

 

正直言って僕にとってマニュアルを書くという作業は非常に難しいものです。 

というのも歴代のチーフ方々が書かれたものがあまりにすばらしく、どうしてもそれらに

匹敵するほどの内容を新たに書くのはとても難しいと感じたからです。 

過去のマニュアルを読み漁ればそれだけで知識的には十分に事足りるとは思います。しか

しこのマニュアルからも後輩の Discussionの成長の為に役立つことが出来たならこんなに

うれしいことはありません。既存の物と同じことを書いてもあまり意味ないと思ったので

なるべくパクリはなしにするつもりですが、風化してしまいそうな大事な事は自分なりに

今回書かせてもらいました。 

 

そもそも Discussionのやり方に正解はないはずです。議論の仕方ひとつとっても人それ

ぞれだと思います。ぜひできる限り多くの過去のマニュアルを集めて読んでほしいと思い

ます。そしてここに書かれていることもあくまで参考の一つとして、鵜呑みにせず上手く

利用してもらえることを望みます。まるパクリするよりも色んな視点を拾ってきて自分の

中で消化し、新たに自分の Bestの方法を確立する。そんなやり方で面白い Dis.を考えなが

ら成長していくのが僕の中の理想です。あ、うまいけどみたことあるなーっていうやりか

たより、こんな発想初めて見た！っていうのが見たいです。難しいとは思いますが、少な

くともより良いものを考えるということは怠らないでほしいなと思います。まあそのため

にまずはしっかり基本は身につけてくださいね。 

 

ちなみにこのマニュアルは 2005年度チーフとサブチの合作ということになってます。な

るべくかぶらないようにはするつもりですが、かぶってたとしてもどっちの方がいいとか

でなく、それは自分で判断して取り入れてください。それぞれ色は全く違うと思います。

自分でも仕上がりが怖いぐらいです(笑)めちゃめちゃ変に偏ってそうで。。たいとる 

 

ちなみに黒川編は変な文章、わかりにくいところが多々あるかと思いますが、はじめに

謝っておきます。意味わからんところは又いつでも訊いてください。 

 
 

 
 
 

2005年度関西地区 E.S.S.連盟 Discussion 専門委員長   黒川 雄太

黒川編 
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「プレパについて」 

 

では、まず Dis.のプレパについて。わざわざなぜこのような章を設ける必要があるのか

というと、ずばり、世の Discussantがあまりにプレパを怠っているからでしょう。キャン

プでは Debのプレパを猛烈にやりますよね？勝ちたいからなのか地蔵りたくないからなの

か必死こいてやりますよね。では Disはどうですか？ある程度しゃべれる自信がある人な

ら一番後回しにしちゃうんじゃないですか？ていうかジゾってもいいやなんてノリの人も

たくさんいると思います。非常にもったいないです。どのアクティビティにも共通して言

えることだと思いますが、プレパ無しに成長や成果はありえないですよ。というわけでキ

ャンプで Disに触れる他セクの方は頑張ってみてほしいと思います。難しいかもしれませ

んがキャンプの Dis.からもプレパすれば成果は必ず得られると思います。 

 

しかし、ここでは、一応 Dis セクとしてのプレパ法みたいなのを紹介したいと思います。

ぶっちゃけた話、Disセクですら、ほとんどプレパ甘いと思います。ヤバいです。ある先

輩が、Disセク員がごく一般の Academic Deb.セク員くらいのプレパをすれば普通にトップ

くらいはいける、とおっしゃっていました。Academic Deb.で勝とうと思えばあほみたいに

プレパが必要なのは周知の通りでしょう。Disだってそのくらいのプレパは必要なんです

ね。せっかく同じ ESSで頑張るなら出来る限りの努力と成長を求めないと…ねぇ。。 

だんだん愚痴のようになってきたので長い前置きは以上です。 

 

（シーズン始まってからの）プレパの仕方 

１.リサーチをする 

２.ベーシックオピニオンを立て、ブレストをする 

３.コンパリを考える 

４.DAをつくる 

５.Sol Cutを考える 

６.ごちゃりそうなポイントを押さえていく 

 

適当にやるべきことを並べてみました。一応僕の例なので参考までに。まあでも全て必

要だとは思います。 

 
 

１.リサーチをする 

まず最初は知識をつけることですね。まずはメイン Topicのから ASQで必要な知識を集

めていきます。オピニオン立てるのに必要なのからわりとマニアックな知識まで。基本的

なのは普通にネットや日本の論点、現代用語の基礎知識等で探せると思います。重要そう

なのはその都度まとめて evi 集を作ると良いでしょう。さらに本で調べることも有用です。

たまにめちゃめちゃ使える本とか見つかったりします。僕は去年の薬物タイトルで、抗が

ん剤についての「抗がん剤の副作用がわかる本」という、抗がん剤 Neg派にとってはたま

らないタイトルの本にものすごく助けられました。やはり、同じタイトルで何度もやって

いると自ずと深い知識が新たな argumentを作るために必要になりますね。結構このタイト

ルやりつくしたなって思ったら、「もうこのタイトル飽きた」なんて言わずに本などでリ

サーチしなおしてみてください。きっと新たな argumentの発想につながるはずです。僕は

その期の後半の Dis.の方が議論が深くて楽しかったです。 
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２.ベーシックオピニオンを立て、ブレストをする 

ある程度知識が入ったらブレストです。一番最初は普通にそのトピックについて思いつ

くままにブレストします。次に一番ベーシックなオピニオンを自分で作る。そしてそれを

元にブレストしていく。DA、N/Sol、NFCなど、arg.のみでなく、そのトピック特有のごち

ゃるポイントなども考えていきます。その際、自分の Dis.中でのスタンスも固めておいて

ください。 

 
 

 

３．コンパリを考える 

要するにストラテを練り始めるってことです。ストラテの必要性については黒田氏が書

いてくれているのでそちら参照。ストラテって逆算して練っていくものです。自分の Dis.

でのゴールとなる結論を出すためにあるのですから、コンパリから考えていきます。 

 

コンパリはやり方など人それぞれですので、まずは好きに考えていってくれたらいいで

す。参考までに僕のコンパリの考え方としては、「やはり早く終わらせられるもの」を最

優先に考えていたと思います。もちろん結論を出したいからです。比べにくいコンパリを

わざわざ選ぶことはしませんでした。そのために Deb.でいうフリップ系（Planによって

Harmは減るが、逆に同じような状況が DAとして Planが原因で起こる）の DAをまず優先

的に考えていました。TGや Qlが ADと同じになります。これの利点は、オフセットに持

っていきやすく、論点が少なそうなのでコンパリ早く終わるという DA選びのときのアピ

ールにもなるということでしょう。参考にしてください。 

 

ただこれは一つの常套手段ですので、色々面白いコンパリ考えてそれを元に DA考えて

いってくれてもいいです。しかしどのコンパリにしろ DA＞ADのアイデアは持っておいた

ほうがいいでしょう。 

 
 

 

４．DAをつくる 

コンパリが出来たら後はそれに必要な DAを立論していきます。Linkを作り、それを立

てるのに必要な、布石を作り、evidenceを探します。あと、Uniqueness（APが Planによっ

て SQよりも悪くなる＝現状で良い状態がある）にも気をつけてください。うっかり忘れ

てばっさり切られることがないようしっかり立論できるよう用意してください。あとは、

それに反論。切りにいきます。同時に論点もしっかり見つけておいてください。そしてま

たそれに返す…。という作業を繰り返し、必ず立論できるというところまでプレパします。

まあオピニオン作る作業とほぼ同じですね。そして、立論の際のプレゼンだけでなく、布

石のプレゼンまでしっかり作ります。せっかく考えたのにプレゼンが下手すぎてポシャる、

なんてこともまま見受けます。最後まで詰めていきましょう。 

 
 

 

５．Sol cutを作る 

といっても All Cutの話です。直接コンクルに結びつく argumentとしての All Cutです。

まあ結構最近の Disでは敬遠されがちな N/Solの話ですが、質の高い議論、Discussionを作

るということにおいては非常に重要な argumentだと思います。DA持ってるからいいやじ

ゃなくてやっぱり考えることは必要です。上をめざすなら。別に常に Negの立場に立ち、

全ての Dis.で All Cutを出さなくてはいけないってのではないです。出したくなかろうがプ

レパは必要です。他人が出したときに片付ける必要があるから。考えてもいなければ対応
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すら出来ないですし万が一本当に切られてしまえば全部持っていかれて DAすら出せませ

よね。スタンスがどうであれ、必ずプレパはしましょう。まあ出したほうが当然楽しいで

すし、プレパのしがいもあるってもんです。議論は積極的にやってほしいものです。 

 

では作り方ですが、詳しい説明になると込み入った話になりますし、たぶん黒田編でい

やって程書いてあるだろうと予想して、ここでは考え方のヒントを少し書きたいと思いま

す。アイデアはおそらく考えれば誰でも思いつくことと思います。しかしほとんどの場合

それらは立ちきりません。おそらく原因は単純に２つあると思います。 

 

１．アイデアがしょぼい 

２．出し方がしょぼい 

 

１に関してですが、たいていしょぼいです。まあはっきり言って All Cutを立てるのって

相当に難しいです。実質 Planの ADを導く効果が０である、ってことはまずないと思いま

す。しかしながら出し方とアイデア次第では、ADないかもしれない、と思わせることも

可能だと思います。アイデアを生むコツとしては、やはり独自の視点を持ってくることだ

と思います。誰でも考え付くようなアイデアではいいところまでいってもたぶん最終的に

はかわされると思います。やはり予想もしてないような度肝抜くような発想のほうがオピ

メもうろたえると思いますし、反論の糸口が見つけにくいです。しかしそんなのどうやっ

て考えるのか…。リサーチです。調べまくる。そして考えまくる。それしかないと思いま

す。発想を持っておいて、それを補強する evidenceを探す、というやり方もありですが、

それだとやはり天才でない限りびっくりする発想を生むことは難しいと思います。それよ

りも、まずは本などを読み漁った方が、リサーチしていくうちにものすごいヒントを見つ

けたりすることが多いと思います。たまに常識をいっぺんに覆すような事実を発見したり

します。事実は小説より奇なりというのは本当です。そういうマニアックな知識が深い議

論につながるのだと思います。せっかく社会問題に触れる機会があるのですから、より多

くの知識を元に深い、より面白い議論を生み出そうという努力は惜しまずやってほしいと

思います。 

リサーチの大事さわかってもらえたでしょうか。。めんどくさいかもしれませんが、新

たに発見したときはめちゃめちゃテンション上がりますよ(笑)。シーズンを通してリサー

チは行ってくださいね。 

  

２について。出し方ということですが、議論のやり方つまりハンドリングのし方ですね。

議論は正直まず ideaありきなのですが、出し方が下手ではどうしようもありません。よく

ポンと idea放り投げてあとは任すみたいな人がいますがこれではいけません。自分のもっ

て行きたい方向へもっていく技術が必要です。しかしこれまた込み入った話になるのでこ

れは後述いたします。 

注）N/Solが立ったとしたらそのあとどう Disを進めるのか、その辺の Suggestionもプレパ

しておく必要があります。 

 
 
 

 

６.ごちゃりそうなポイントを押さえていく 

いわゆる ASQのハンドリングの対策です。シーズン始まったら早めにやる必要があります。

シーズン始まってすぐのころはろくに PDもしてないから前半でごちゃって全然進まなか

ったなんて経験よくあると思います。作ったオピニオンをみれば自分でどこでごちゃりそ

うかという予想は出来ると思います。トピックによって特徴があるはずです。 
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例えば、よく最初ごちゃる Term definitionのところではとりあえず、まずきそうな Qを

ピックします。いきなりですが、ここで説明の為 Qを３つに分類します。1.must  2.want  3.

無駄 Q 

 

1は planに関する Solで必要な changing pointに関わってきそうな Qです。２は自分の DA

やコンパリなどのストラテに必要な（ほしい）Q（布石 Q）です。３は１，２以外の後の

議論に必要でないだろうと予想できる類の Qです。 

次にピックした Q を上の３つに分類します。そしてより早く終わる片付け方を考えます。 

基本すべて自分でやったほうがいいです。自分よりプレゼンの下手な人に Qをなるべくさ

せないこと。テンポ良く Q→A→Q→A→Q→A…C（←サマリー）といくような Qのプレゼ

ン、必要な wording、チャート、を考えておきます。どこまで Qするのかということにつ

いてですが、mustと wantは当然すべきでしょう（Wantの Qの出し方、注意点は黒田編参

照）。ところで無駄 Qはどうでしょう。やる必要性はもちろんないでしょう。しかしなが

らやっといたほうが良い場合もあります。なぜなら必ず誰かがやるであろう無駄 Qという

ものがあるからです（ex安楽死の方法は注射かどうかとかいう類）。これは後の議論を考

えれば無駄な Qと結論付けれますが、下手にごちゃる前にカッチリ押さえておけばごちゃ

りの種をつむことができます。完璧なプレゼン、スピードの Q,Cですかさずかたずけると

良いでしょう。最後にサマリーできれいにまとめて次に進めれたら完璧。 

  

以上は主に前半（Pro、Har）でのプレパですが、他にもごちゃるポイントは色々ありま

すよね。Planなどややこしい Mandateになる場合、よくごちゃる場面が出てきます。

Changing pointを意識してしっかり体系的に Cできる用意をしておいてください。事前に

用意しておけばどうってことないです。他にも seriousness, NFC, etc、、、とまあいろいろ

Solに行くまででもややこしい場面というのは出てきます。しっかり自分なりの対策を用

意しておくことです。あと、もちろん PDごとにごちゃったポイント、早く片付けられな

かったポイントをしっかりリフレすることでさらに ASQ完璧にしておいてください 

 
 

 

後は、PDとリフレを繰り返す。Dis.しまくります。で次のトピックに移ってまた繰りか

えす…。とやることはあほほどあります。時間いくらあっても足りないですね！ 
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「Discussion における自分のスタイルについて」 

 

Discussion では、各人のそれぞれの役割というものがテーブルであると思います。オピ

メ、ハンドリングして進める人、ひたすらアーギュメントする人、カンファメめっちゃす

る人、とにかくごちゃらせる人、、、。色々スタイルありますね。Disには色々な貢献の

形があります。２回生だともう自分のスタイルを意識していると思います。もう固まって

いる人もいると思いますね。 

 これは非常に大事だと思います。上のレベルに行くためには自分のオリジナリティを持

って目立っていく必要があります。武器を持つということですかね。過去のすばらしい

Discussantsはもれなく自分のキャラ、スタイルという物を持っておられたと思います。自

分が何を大事にして Discussion をしているのか、Disでどういうとき面白いと感じるのか、

何が一番自分の中で優れているのかを考えていくと自ずと見つかると思います。でも住み

分けも大事なのでライバルともろかぶりはしないようにした方がいいと思います。あとで

やりにくい事になります。一見かぶってそうでも細かい違いを見つけてオリジナルの部分

を延ばし、差をつけていってください。 

これを固めれば、自分のプレパの指針も固まり、やりやすくなると思います。キャラや

スタイルが確立して大会などで良い意味で浸透すれば、ガンガン上り詰めて自分のポジシ

ョンを築けると思います。早めに意識しだすと良いかと思います。 

ちなみに僕も２回生前期のころにはどんなスタイル、キャラを目指すのか固めるように

言われていました。ところが、なっかなか固まりませんでした。正直全部やりたかったか

らです。基本 Argumentが楽しいと思っていましたが、オピメも大好きだしハンドリング

の楽しさも感じていたので結局どれが特に得意とかはなかったと思います。しかし逆に一

応とりあえずどれでもこなせるというのが僕のオリジナルだったのかもしれません。ダウ

ターでもハンドラーでもない、この中途半端なポジションが結構気に入っています。 

しかし、上を目指す全ての Discussantは全てに関してある程度のレベルは持っていない

といけません。その中で自分のオリジナルを持てということです。まずは地道に基本的な

ことを身につけそれから（同時に）自分のスタイルを持って伸ばしていってください。

（僕にはなかったですが）強い武器を持っていれば心強いと思いますし、Discussion も楽

しくなってくるはずですよ。 



 

 

8 

「オピメについて」 

オピメの薦め 

良いオピニオンシート 

Proceedingのコツ 

オピメ＋α 

 

☆オピメの薦め 

意外とマニュアルにはないオピメについて書きたいと思います。ディスカッションやった

ことある人ならほとんど一度はオピニオンを作り、オピメをしたことがあるはずです。オ

ピメはディス上達の鍵です。一般に上手いと言われているほとんどの Discussantはオピメ

も上手いと思います。特に一回生や、初心者の人に言いたいのですが、まずはオピメを極

めてください。一回生のうちにあほほどオピメやってほしいと思います。 

オピメの利点 

 

１．度胸がつく 

２．基本的なプレゼンが身につく 

３．立論、ハンドリングに慣れることができる 

４．スタンスを示せる 

５．ディスが好きになる 

 

１．度胸がつく 

ディスってしゃべってナンボじゃないですか。オピメやると必然的にしゃべらないとだめ

ですから、普段出しゃばるの苦手な人もオピメやってればディスで出しゃばることが普通

にできてきます。たぶん僕もその一人です。オピメの経験を積んだおかげで普段根根暗暗な僕

もディスではしゃべれるようになれたのです。まずはオピメしてディスでしゃべることに

慣れてください。 

 

２．基本的なプレゼンが身につく 

いわゆる CCF,NLCなど Dis.で多用される基本的なプレゼンが必ず身につきます。なぜなら

オピメにとってこれら基本プレゼン技術は、スムーズに Proceedingするために必ず必要に

なるからです。例えば Qに CCFで Answer出来ないオピメはかなりいけてないですよね。

リフレすることにより必然的に身につきます。また、Term definitionや Planのようなごち
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ゃごちゃしたところでは NLCを使ってきっちり体系的に説明しないとだめです。Qのカン

ファメだってオピメは出来ないといけません。まあ要するに、オピメってのは基本的プレ

ゼンを身につける良い練習台になるってことです。 

オピメが上手くなる⇒スムーズに Proceedingできるオピメになる⇒プレゼンが上手くなっ

ている 

 

３．立論、ハンドリングに慣れることができる 

オピメの最低限のタスクってのは、ADを導き出す（立論する）ことです。何が何でも立

てないとだめです。しかしながら Discussion というのは議論ありきですので、いろんな

argumentが飛んできます。それでもオピメは ADを立てないといけません。となると、あ

らゆる反論に対して返すプレパが必要になります。こういうブレストをすることにより、

Disで必要な論理力を養うことが出来ると思います。また、論理的立論だけでなく

Suggestionを交えた説得する力もつきます。Topicにもよりますが、なにせ ADまでの道の

りは険しいですからね、あらゆるごちゃる場面、議論が起こる場面で立論し、前へ進める

練習が出来ると思います。他のパンツが進めることもあるかもしれませんが、他人に頼っ

てはいけません。それにオピメは ADまでは議論の中心ですので、入りやすいはずです。

オピメするときは最低 AD までは全部自分で片付けるくらいの意気込みでやってください。

そうすれば必ずあらゆる Disで役立つ力がつくはずです。 

 

４．スタンスを示せる 

これは Dis中での具体的なメリットですね。オピメってのはその Dis.では必然的に Affに

なります。スタンス出せるってことはそれだけ意見だって浸透しやすいですし、入りやす

いんですね。その気になればオピメはその Dis.中ずっとしゃべり続ける（介入し続ける）

ことができます。要は活躍しやすい立場に立てるということです。 

 

５．ディスが好きになる 

なりますね。しゃべれるから楽しいんです。プレパやリフレだってしやすいですし。リ

フレを重ねるうちに上手くなってるのがわかるから楽しいんだと思います。ぜひオピメし

まくってほしいと思います。 
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☆良いオピニオンシート 

最近では少なくなりましたが、たまにオピメやりたいってのにオピニオンシートを用意

してこない人がいますね。配る用のオピニオンシートを準備することはオピメとして

Proceedingするにあたって、またオピメになるためのアピールのために非常に大切なので

必ず用意していきましょう。 

ここでは、良いというか、オピニオンシートを作るにあたって気をつけてほしいところ

を説明します。まず、何を一番意識すべきかというと、聞き手にとってありがたいオピニ

オンシートではないでしょうか。 

あなたが examinerなら、どういう情報を書いてほしいかってことです。 

まあ人それぞれオピニオンシートのスタイルはあると思いますが、僕は、基本全部書くと

いうことを頭において作ります。別に大したことではないとは思いますが簡単にどういう

ことか見ていきますね。 

 

各ステージでのセンテンス、Term definition、evidence、Linkage、Plan（Mandate）の内容、

Solution の Linkageなど全て書きます。たまに Term definition の情報がすべて書かれていな

かったり、evidenceを載せていなかったりするオピニオンシートがありますが、どうせ説

明しないといけないことはあらかじめ書いておくことです。出し惜しみしてもあまり意味

ないと思いますよ(笑)。全ての説明する情報をあらかじめ書いておけば、まずリピートす

る必要がありませんし、べつにゆっくり説明する必要もありません。非常に良いテンポで

説明することができます。そうすれば、別にチャートだって説明しながら出す必要なんて

ないですし、カンファメもかなり減るはずです。かなりスムーズな Proceedingにつながる

はずです。 

 

書く際の注意なんですが、ただ全部の情報を長い文にして書くよりも、やはりわかりや

すくまとめておいた方がいいでしょう。Term definition、Planなどはきっちり NLC使って

まとめましょう。普段説明するときのチャートをそのままオピニオンシートに書く感じで

いいと思います。 

 

 

☆Proceedingのコツ 

上手いオピメの条件(あくまで Sol.までのオピメとしての)とは何でしょうか。いろいろあ

るとは思いますが、僕が一番気にするポイントは、１.いかに Solution（又はその他の議論

の対策）のプレパをしているか、と２.いかに早く Proceedingできるか（ADまでいける

か）の二点です。１はまあはっきり言って上手いとも評価できますが、オピメなんだから

ADは最低限立証できて当たり前くらいにはしといてもらいたいです。先ほども書きまし
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たがこれは最低限のタスクですからね。しかし、いわゆるすごくうまいダウターの Arg.を、

プレパを大量にしたお陰でかわせたとなるとこれは立派に評価できると思いますが。 

  

で、そうなるとやはり特にオピメとして心がけていただきたいのはやはりスピードです

ね。オピメの質でその日コンクル出るかどうか左右されるといっても過言じゃないです。

当然ですが。速い人なら４，５０分で Sol.までを終わらせられます。オピメの貢献度はぐ

っと高まります。逆にちんたら遅いとどうでしょう。Solで深い議論になったからコンク

ルでなかったとなるとまあ仕方ないかとなるかもしれませんが、プランの説明がややこし

い上にグダグダのプレゼンで 30分 Planに時間取られたとなるとすっごいイラつきますよ

ね。そうなるとはたから見てこのオピメいけてねーなとなるわけです。というわけでオピ

メをするときは常にスムーズな Proceedingを心がけてください。毎回、Solまで１時間で終

わらすとか、Problemは 20以内に終わらせるとか目標立てて時間を意識しながらやるとい

いかもしれないですね。 

 

では、具体的にオピメの Proceedingのコツをみていきます。 

 

１、オピニオンシートをしっかりプレパする 

先ほども書きましたのでもうわかってると思いますが、スムーズに Proceedするために

これはめちゃめちゃ大事です。説明しなくても見たらオピニオンの内容ばっちりわかるく

らいまで用意してオピメに臨んでください。 

２、プレゼンを完璧に用意してくる 

当然ですが本番でてんぱって何言ってるかわからんみたいなのはやめてください。最低

全ての説明はきっちり出来るようにしてください。やはり基本はノートにプレゼンをべた

書きすることです。NLCや AREA（←わからんかったら Disセクに訊いてね）を使ってが

っちり書いてください。本番ではそれを読めばいいだけです。用意していけば安心です。

さっきも書きましたが、オピメはこういった基本的なプレゼンの格好の練習材料になるの

です。べた書きする癖もできて非常にいいと思います。 

３、CCFする 

特に Answerの時ですね。Qする人がわざわざ１と２どっち？と親切に分けてくれている

のだから素直にどっちか答えてください。Yes、Noで答えれるならそれだけでいいです。

答えるのにいちいちうろたえることはないです。てんぱる気持ちもわかりますが、あらか

じめ Qなどは予測しておいて、Answerも用意しておくといいです。テンポ良く答えていき

ましょう。テンポは非常に大事です。ただし、下手なわかりづらい Qにはカンファメ（以

下 C）を入れてきっちりテーブルに浸透させてから答えることも必要です。 
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４、態度でテンポを作る 

非常に抽象的になりそうですが、これはテーブルの速いテンポを自分の説明のし方、

Answerの仕方で作っていくということです。といってもメリハリが大事です。あまり重要

でない説明（最初の Procedureの説明とか）や、オピニオンシートを見ればわかるような

ところはわりとがんがん飛ばしても大丈夫です。でも自分がテーブルに浸透させたい重要

な説明はゆっくりめにしっかり説明する。必ず周りを見ながら理解してくれているか確認

しながら説明します。大事なところを速くいくと浸透率が下がりますし、Cなどが入って

逆に時間取られてしまいます。スピードも大事ですがそのためには一発で浸透させること

も同じくらい大事だということです。 

あと、良いテンポを作るのに時には周りを急かせることも必要です。Qで考えこんでい

て待つだけ待ったら結局 No Questionとかよくありますよね。少しは待つのも親切でいい

かもしれませんが、オピメさんが Are you thinking?とかレスを促すだけでもだいぶテンポ

は変わると思います。そこまで親切になる必要はありません。最後に If you don’t have any 

question, let’s go to next.というこのフレーズはかなり効果的です。結構な確率で次へ進めら

れます。Q待ちのときや、サマリーCした最後につけるといい感じでハンドリングできま

すよ。 

 
この他にも自分でどんどん良い工夫を作ってオピメを極めていってくださいね。 

 

 

☆オピメ＋α 

今までとりあえずオピメについて簡単に書いていきましたが、いくらオピメとして Sol.ま

で完璧に行ったとしてもそれだけで満足してはもらいたくないものです。ここではオピメ

が終わった後いかに Dis.で活躍していくか書きたい思います。 

Solが終われば DA、コンパリと進みますよね。言っておきますが、オピメをしたからっ

てべつにオピメをするために Discussionに参加しているわけではありませんよ。オピメは

Discussion において、「コンクルを出す」という最大の目標のための一つの貢献の手段で

す。オピメとして成功してもそれで終わりではありません。むしろそれ以降（AD立てた

後）いかに自分の持って行きたい結論に導くか、にその日の Dis.の意義があると思います。

言ってしまえばオピメをして AD立てるということは Discussion で結論を出すための一つ

のあからさまな布石のようなものでしょうか。せっかく時間かけて現状説明して、Plan作

って説明して AD立てたのに DA以降考えてなかったから DA＞AD で終わったとなったら、

その日の Discussionではオピメした意味がありません（あくまで Dis.で結論得るというこ

とに対して）。相変わらず前置きが長いですが、要は、オピメをするならそのスタンスで

ストラテしっかり用意しろってことです。上回生なら当然わかるところですね、ごめんな

さい。 

プレパするポイントは当然 

１、コンパリを考えろ 

２、DAにくってかかれ 
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になります。順番にみていきます。 

１、コンパリを考える 

つまりスタンスを貫くためのコンパリを立論する；AD＞DAを立てるということです。結

構しんどいかも知れません。理由は二つあって、まず一つは DAの数は際限なくあるので

絞り辛いということ。もう一つは、コンパリのスタンスが絶対に AD＞DAを立論すること

であること、でしょうか。 

まず前者についてですが、対策としては、①オピニオンを工夫することによって、また

は、②オピメ中のハンドリングによって、防げる DAは防ぐことが出来ます。防ぐという

のは、その DAを立てるために必要な条件を消すことにより、それを DAとして出せない

ようにすることです。特にコンパリでどうしても不利だなというような DAに対しては事

前に防げるなら防いでおきたいところです。①は例えば Problemから ADの TGを絞るこ

とにより、DAの TGを出さないようにするとか、Planに DAを防ぐものを付け加える（ス

パイクプランといいます）とか、直接オピニオンを工夫することによって DAを防ぐとい

うやり方です。 

[例 安楽死のオピニオンで 

Plan１：医者が安楽死を断った場合 Punishmentが発生する→医者は嫌でも拒否できない

→DAとして、医者の精神的苦痛というのが出得る 

Plan2：断っても Punishmentなし→安楽死嫌な医者はやらず、やりたい医者のみ行う→

DAとして医者の精神的苦痛は出ない] 

このようにオピメは自由にオピニオンを作れるのでよく考えて ADのみでなく DAも意

識したオピニオン作りを心がけてください。 

②ですが、説明しにくいのですが、簡単にいうとハンドリングで DA の布石を流したり、

コンセとれないようにもっていくということです。色んな場面で使う技術だと思います。

簡単なことでいえば、ASQでの布石 Qの答え方に注意するとか、うっとうしい布石 Q自

体流すハンドリングを用意しておくとかでしょう。スムーズに（テーブルの雰囲気も意識

して）行うのは割と難しいです。僕はオピメしていて布石を全て流していたらめちゃ空気

悪くなったことがあります（苦笑）。自分的にどうでもいい布石はほっといてもいいでし

ょう。どうしてもコンセ取られては困るようなものにはしっかり対応できるようにしてお

きましょう。 

上級者に特に注意してほしいのは、Partial Sol. Cutを利用した布石に対する対応ですね。

上級者のパンツはよくこれを利用してきます。わかりにくいので例を出します。 

[例 あえてめちゃめちゃマイナーなのを使います。Topic：ハゲで悩んでいる人を救う

というオピニオン（医療問題です）。Plan：アメリカ製の超強力毛生え薬を輸入する（た

だしその薬は副作用として頭皮がダメージを受けるというリスクあり） 

Examinerのストラテ：Solでパーシャルで「何人かは副作用で頭皮やられて一生毛生え

てこないよ（ダメージで一生生えてこないというところはこいつの想像）」を立てる→助
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かる人（これが AD）、副作用で一生生えてこない人の２種類の存在をコンセ取る→DAと

して、「SQでリアップで毛を生やせていた人が新薬の副作用のせいで一生ハゲ」を出

す。] 

ん～例がまたわかりにくい(笑)。大体どういう類の布石パーシャルかはわかっていただ

けたでしょうか？（わからん人はもう直接訊いて）この DAですが、オピメとしては非常

にやっかいな DAです。完全にフリップされてますから。防げるなら防ぎたい DAです。 

ではどうやってかわせばいいでしょうか。防ぐべきは、「助かる人、副作用で一生生え

てこない人の２種類の存在をコンセ取る」というところですね。相手のスタンスは partial

で、ある程度 ADを認めるが、一方で副作用で一生生えてこない人も両方いるというもの

です。しかし、副作用のせいで一生生えてこないから AD得れる確率０というのは完全に

この人の想像で、全く不確かで立証はされていません。でも ADの存在自体は認めてくれ

ていますね。この辺を突いて上手くハンドリングし、相手の思うようなコンセを取れない

ように流してしまいます。 

[流し方実践（あくまで一例なので大事なポイントだけつかんで自分でプレゼンは考えてく

ださい） 

１、ここでの taskを C（もちろん ADの存在を確認すること） 

２、相手のスタンスを Q（Allですか someですか?）→someっす 

３、相手の ideaを C（いくらかが助かるのは認めるが、いくらかは副作用で助からないと

思うんですね。） 

４、S（Suggestion）（もし副作用で一生生えてこない皮膚になるなら×ADになるが、何

人かは助かると思うんですよね。じゃあ task確認できてるから副作用で×ADになるかは

必要なとき話そう。例えばコンパリの Qt） 

５、結論を C（少なくとも助かる人は確認できましたが助からない可能性もあります。ゆ

えに今 Qtは N/Sureとなりました。）] 

 

このようにして上手く ADの存在のみ確認します。布石のコンセは一切認めません。 

流し方はプレパすれば出来るようになると思いますが、この類の Sol cutが DAの重要な布

石と気づくのは難しいかもしれません。プレパの段階で予測できていればいいですが。ま

あ存在を立証してないものをコンセにしようとしてきたらちょっと待ってと止めてみたほ

うがいいかもしれません。 
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 長くなってしまいましたが次にいきます。後者（コンパリのスタンスが絶対に AD＞DA

を立論することである）について。 

 これはどういうことかというと、オピメ（Aff.のスタンスの人）がもって行きたい結論

というのはもちろん Take Planですよね。そのためには AD＞DAが必須なのもわかります

よね。かたや Neg.のスタンスの人はこれを否定すればもって行きたい結論を出せることに

なります。つまり、少なくとも Aff.の人は必ずコンパリで立証責任を背負う必要が出てき

ます。というわけでしんどいのです。コンパリではより多くのクライテリアで AD>DAと

するプレパが必要でしょう。コンパリで立証するのは難しいですよ。Qlのコンパリなんて

logic弱くなりがちな上に色々ダウト思いつき放題だったりしますんで。せめて Qtで逃げ

るくらいの手は打っておきたいものです。Qtコンパリで勝つポイントはやはり timeframe

です。timeframeは一つのコンパリのクライテリアというより、Qtコンパリに必要な概念

です。Qt＝（単位時間あたりの数）×（AD または DA が継続する時間：timeframe）です。

Timeframeに着目すれば、短期間あたりの Qtでは AD＜DAでも After plan のトータルの Qt

では AD>DAになるということもありえます。 

 まあいろいろ工夫して AD>DAを立ててください。でもどうしてもコンパリ自信ないな

ら DA all cutで勝負するのもありです。 

注）上の話は別々のクライテリアでコンパリするケースでの話です。よりよいコンパリは

もちろん他にもありえますのでくれぐれも鵜呑みにはしないでください。 

 

２、DAにくってかかれ 

DAぶった斬れってことです。 

経験上 Solutionの All cutに比べて、DAの All cutは比較的立ちやすいという傾向にあるよ

うです。おそらく ADはオピメががっつりプレパしてきているからそうやすやすと斬れな

いが、DAは即興で作るやつもいるくらいだし斬りやすそうという先入観もあるのでしょ

うか。まあ実際 DAのプレパは今までの Dis.で見る限り甘い傾向にあります。要するに斬

りどころなわけです。遠慮せずやってほしいものです。しかも DAが切れればコンクルが

非常に立ちやすいのです。コンパリして結論出すより簡単かもしれません。 

どう対処するか。３通り斬り方あると思います。 

１N/Linkで斬る ２N/UQで斬る ３AAD(Additional Advantage)でつぶす 

１はまあ普通に APの事象を否定する斬り方です。普通に Linkにダウトかけて斬るやり方

ですね。例を一つ提示します。 

[例 Topic:中絶 Plan：中絶完全禁止（ただし Solで Partial cutで一部の母親は海外で中絶

を行う、というのが立っている。） 

DA：妊娠または出産時身体的に危険な母親の死 
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ダウト：死ぬくらいなら違法だろうが中絶する。しかも Solで海外での中絶の存在を確認

済み] 

Planを全面禁止にするときそうな DAです。しかしこの DAは Qtが少ないですしこのダウ

トの根拠で十分対応できると思います。ちなみに僕はわざとこの DAを出させるためにト

ラップ的に全面禁止 Planにしていました。Partial Sol. Cutもわざと立たせます。Planを操

作すればつぶしやすい DAを誘導したりもできますね（Disの効率的にはよろしくない）。

オピメの楽しさが広がります（？） 

２は UQに着目して斬る方法です。DAの TGが SQでその DAと同じ（ような）状況には

ないのかを探します。これは evidenceが有効です。 

[例 Topic:死刑 Plam：死刑廃止、終身刑導入 

DA：囚人の獄中自殺] 

一見 Impactの大きそうな DAですが、現状を調べてみると SQでも死刑を待つ恐怖で自殺

する囚人がいます。この人たちは APでは死刑の恐怖を受けることはないので SQの自殺は

なくなることが言えそうです。となると APで終身刑で自殺したとしても、SQの死刑によ

る自殺が減れば DAの UQはなさそうですねというダウトがかけれます。 

 また、N/UQには ADAに逃げられやすいという特徴もあります。３に続く 

３AADでつぶす。 

N/UQでつぶせないときはこれを利用しましょう。上の例を使いましょう。 

上の N/UQですが、正直上手くやれば完全に斬れると思います。現状の自殺は eviで確認

できるし、AADへの Linkも堅いから。しかしながらなかにはなんとしても DAを立てた

いから無理やり DAの原因に UQがあると言い張って、とりあえず APで DAが発生するこ

とは認めさせようとしてくることがあります。そんなときは、しぶしぶ認めてあげて、２

つの結論を Cします。（チャートに２つのフローでも描いて）①APで終身刑が原因の自

殺がおこる。②APで死刑による自殺がなくなる。しかし DAプレゼンターは終身刑が原因

の自殺に focusしているから DAは確認できます。と Cしてとりあえず DAを終わらせま

す。そしてコンパリに入った瞬間に S。先ほど確認した②が AADとして確認できます。両

方自殺による死という全く違わない状況なので簡単にオフセットできます。この Sのプレ

ゼンは非常に重要なのでしっかり用意しておいてください。コンパリする余地などなく簡

単にコンクルが出せるよね～ってことを伝えられたらいけるとおもいます。 

確かに N/UQで斬れたほうが楽ですが、ごねられたら時間かかって面倒なだけなので本

当は立たないんだよ～っという空気をテーブルに残しつつもしぶしぶ認め、しっかりコン

セはとって AADでつぶす、という手も臨機応変に使ってみてください。 

 

ここまで長々とオピメとして Dis に参加するときのやり方の一例を説明してきましたが、

伝えたかったのはオピメも Dis.での活躍の一つの手段でいくらでもやることがあり、スト

ラテも必要だし、別に初心者や一回生だけがすべきポジションではないということです。

ぜひ引き出しを増やすためにもオピメでの Dis.をマスターしてください。 
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「議論の仕方」 

さっきプレパのところで書いた「出し方」について軽く触れておきます。 

えっと、前書きでも触れましたが、議論のやり方って本当に人それぞれだと思います。 

例えば今目の前で誰かが立論しようとしている Linkを All Cutしたいとします。 

２通りのやり方をする人がいると思います。 

 

１、All Cutであるという Logicを立論する 

２、その Linkが立つかどうかわからなくする 

 

違いわかるでしょうか？ 

１がいわゆる objectionといわれるもので、２がダウトといわれるものです。どちらが立っ

ても All Cut成立です。 

では違いは？立証責任のありかですね。１では All Cut出した人にあります。All Cut立つ

って言って Logic書いているから。２では Linkを出した人です。この人が少なくとも Link

はたつというところを証明しないといけません。 

 ちなみに１がまともに立ったところ見たことある人いますか？おそらくいないと思いま

す。All Standが実質不可能なように All Cutの立証も実際出来ないと思います。というわけ

で一般にダウターは２を用いて議論を進めていきます（別に１がだめなやり方だというわ

けではありません）。ここでも一例としてダウトのかけ方を簡単に説明したいと思います。 

 

ⅰ Qで相手（立証する人）の ideaを詰める(主張と reasoning)。 とりあえず（主張の）

カンファメから入っても良い 

まずは相手の言いたいことが何なのか確認していかなければいけません。しかっり Logic

に出来るように Qで引き出します。 

Logicにしてみて、よく warrantが抜けていたりしますのでそこを Qで引き出して埋めてあ

げたりします。Why？で訊いても上手く引き出せないときがあります。そんなときは予想

して、あげてこうではないですか？というふうにひっぱってあげると良いかと思います。

その際自分のほしい論点も一緒に Qで引き出します。Logicの小 warrantなど訊かないと出

て来ないと思います。 
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ⅱ 相手の Logicをカンファメ（ストリームカンファメでも良い） 

   早く、正確に OUTLINE でもだけでも良い チャート出して！！ 

ある程度自分のほしい論点が引き出せ、なおかつ Logicも立っていたら、しっかりチャー

トに描いて固めます。この時点で逃げ道ふせぐようにしておいてください。 

 

ⅲ ゴールを（結論は何か）C 

 なんのためどういう結論を出すためなのか、ずれないようにするため確認です ADな

ら定義とか気をつけて。マクロの Cというやつです。 

 

ⅳ 論点提示（Talking Point）→Suggestion 

１コか２コ 多くても３コくらい（多くても時間かかるだけ）斬るポイントは絞る。他

に論点ないかも一応確認します。 

 

ⅴ ゴールカンファメ（結論としてどう為り得るのか） 

  相手の逃げ道ふさぎます。Examineしていった結果どういう結論が得られるか Cしま

す。「これらの論点全て確認できたらこの Logicは立ちますが、一つでも確認できなけれ

ば立ちません、いいですか？」 

 

ⅵ Let’s examine one by one 

  実際に議論を進めていきます。いくつか論点があると思いますが、自分が切りたいポ

イントは一つ、多くても二つに絞っておきます。つまり立っても良いところはむしろサポ

ートするかのように Clearですよねっといってさっさとコンセ積み上げていきます。 

 で、最後に自分が斬りたいポイントに着いたら、とりあえずまたゴール Cします。「こ

れが最終的にいえなければ立ちませんよ」と。で、ダウトを根拠と共に出します。「あな

たは○○であると思うんですよね、これについてなんですが、私はちょっとこれ確認でき

るかどうか怪しいと思うんですよ～、というのも＊＊というケースが考えられるからです。

それでもあなたは○○であると思うんですよね。それについて説明してくれませんか？」

という具合に相手にふります。根拠についてですがこれは少なくとも自分で立証しないと

いけません。これによっていかにテーブルであ、これ立たないかもと思わせられるかが勝

負だと思います。そのリヒュートに対するダウト、そのまた返しに対するダウトとプレパ

段階でより深いところまでブレストしておいてください。本気で斬りにかかる気なら。ゴ

ールカンファメを小まめに行うことが追い詰めていく秘訣です。実践で何回もやって慣れ

ていってください。自分なりのやり方をきっちり確立していってください。 
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あとがき 

 

われながらひどい不手際だったと反省しています。。キャンコミさん、黒田君、その他皆

様本当にご迷惑おかけいたしました。もうちょっと手直し、足したいところもないことは

ないのですがいかんせんもう無理です。(*_*;ごめんなさい 

 

最後に、黒田君には迷惑かけてお詫びするとともに、マニュアル無理して書いてもらって

ほんと感謝したいと思います。ありがとうございました。むしろ黒田マニュアルですね、

はい。タイトル THE  KURODA MANUAL にしようかなというくらいですよ。 

 

はじめにも書きましたが、わからないところは遠慮なく黒川、黒田らへんに聞いてくださ

いね。 

 

オツカレサマデシタ。 

 

最後に後輩たちへ 

 

最後まで後悔しないようにがんばれ！！！！！！！ 

 
 
 

 
 
 

 

2005年度関西地区 E.S.S.連盟 Discussion 専門委員長   黒川 雄太
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はじめに 
 

えっと…なぜかキエフ用の Disマニュアルを僕が手伝うことになりました。そもそも何

でディスコミだけがこんなマニュアル作っているのか？僕が書いたマニュアルなんか誰が

読むのか？サブの仕事じゃあないんちゃうんか？キャンコミの仕事増えるだけとちゃうん

か？といろいろ文句もありますが、世話になった雄太の命令に逆らうわけにはいかないの

で思いつくまま書かせていただきます。まあこんな僕にでもこれから Discussion をがんば

っていく子に少しでも何か影響を与えることができるなら幸いです。 

 

とはいっても僕に過去の偉大な先輩方のような能力はなく、特別になにかを書くという

ことはできません(-.-#)。偉大な先輩方が書いたマニュアルのようなディスセク用の中身の

濃い話は黒川に任せて（？）、僕は先輩から教えてもらったものの中から忘れられつつあ

る基本的なことに対する自分なりの理解を書いてページ数を稼ぎ、おまけとして自分のデ

ィスに対する偏った考えを書いて黒川に与えられたノルマを達成したいと思います。まあ

わかりにくいところ多々あるでしょうがそれは僕が文章力ないせいです。ご了承ください。 

 
 

2005年度 KIEF Discussion 専門副委員長 

 

黒田 悠和 

黒田編 
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A) ロジックの基本 
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C) ロジックの練習法 

D) 各要素の分類 

E) その他ロジックを書く時の注意点 

 

 反論 

A) 反論のパターン 

B) 反論のコツ 

 

 EXAMINEの方法（議論の収束の方法） 

必要な布石、必要のない布石 

アーギュメントとコンパリ 

結論に対する考え方 

 

 

あとがき
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リフレの仕方 

 
まず他セク、DISセクにかかわらず最近リフレってどうやってするものなのかわらない人

いるのかな？と思う節があるので基本的な流れ説明します。 

 

先輩に習った基本的なやり方書きます。 

 

リフレの流れ 

・ DIS全体の流れを振り返る 

・ その日の一番大きな議論を書き出す（ごちゃったとことか…） 

・ その次に大きかった議論、次の次に大きかった議論…って感じで書き出していき、議

論の優先順位をつけていく。（独り善がりにならないようチェアパに何が一番の課題

か聞いてみるのも大事） 

・ 各議論の中で問題となったポイントを書き出す。 

・ 各議論の中で自分ができなかったものを書き出していく。 

・ 他人のうまかった部分を書き出していく 

・ できたけど改善の余地のあるもの（もっといいチャート、wordがありそうなの）を書

き出していく 

・ リフレポイントに優先順位をつける。 

・ １つ１つ改善していく 

・ 時間が足りなかったり、１人じゃ解決できなかったりしたものがあれば書き出し、そ

れに関するリフレをいつやるか計画を立ててからリフレを終了する。 

・ 課題がたまっていかないようがんばる 

 

具体的にリフレするにあたって…。 

・ まず適当にこうやったらよかったかな？とか考えるんじゃなくて実際にべた書きして

いくことを心がけてください。 

・ 最初の話をしていた人（オピメ、DAプレゼンター、コンパリでアイデア出した人）原

因となったアイデアを出した人の考えを整理してください。 

・ 問題となった意見の食い違い、やプレゼンを書き出していってください 

・ そのときの自分のスタンス、周囲の様子を考えながら、自分のスタンスに都合のよい

解決策を考え、べた書きをしてください。 

・ 余裕があれば自分のスタンスが違った場合、周囲のスタンスが違った場合を想定しそ

れぞれの場合に対応する方法をべた書きしてください。 

 

という感じの流れを踏めば、１つの Disのリフレは 10時間あっても足りません。でもこれ

をやることで確実に力がつきます。自分のペースで少しずつがんばってください。 

 
 

問題）たとえば安楽死トピックの painの T/Dでごちゃってたとします。 

 

Harmの T/Dの説明でオピメが no way to remove pain と定義したところ sedationによって痛

みが取り除けるから定義は間違っているといっていうことを聞かず、誰もトリートできな

いまま 20分以上議論したにもかかわらずよくわからない状態で次にいってしまいました。 

 

その日の夜どうリフレしますか？その気になればこれだけで３時間ぐらいリフレできます

よ＾＾ 
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アーギュメントの基本 

 
最近アーギュメントをする人がめっきり減ってしまった感があります。本気で不要と考

えている人はめったにみませんが、ほかのトリートやハンドリングに気がいってしまって

いるのかアーギュメントの基本がだんだん忘れられてきているようです…。 

 

とまあ偉そうなことを言ってはみたものの、自分自身アーギュを理解しているというに

は程遠いです。そんな自分がアーギュメントについて具体的に書くと、穴があり自分の価

値観が大きく入り込んでしまったものになりますが、抽象的な観念論を書いても先輩方の

書いたマニュアルをしょぼくして説明するだけになるので自分なりに噛み砕いたアーギュ

の方法を書いていきます。 

  

 アーギュとは？ 

 
アーギュは議論、論証･･･って感じにいろいろ意味ありますが･･･ここでは単純に２つの異

なった意見を戦わせることって感じに捉えて立論、反論、議論の収束のための基本を書い

ていきます。 

 

 立論 
 

何かについて意見を交換するために（ディスカッションをするために）は元になる意見

がないといけないです。そしてこの意見は全員で共有できるものでなければ、話を進める

ことができません。意見を全員で共有するためにはできるだけ客観的でわかりやすく、筋

道のとおったものであることが望ましいです。そのために必要なのがロジックです。例え

ば、自分の考えていることを伝えようと思ったとき、独り善がりな意見は、他の人に理解

しがたく、耳を貸してくれないかも知れません。そんなとき、自分の意見を、普通に、自

然に受け入れてもらえるように工夫しなくてはいけません。その工夫のヒントが Logicの

中に隠れています。 アイデアを出すときロジックを意識するよう心がけてください。 

 

a) ロジックの基本 

 

 

「Logicの三角形」(Toulmin's Model簡略化バージョン) 

 

①CLAIM=述べようとする結論 (Conclusion)、 

 
 

    ③WARRANT=Claimと Dataを結ぶ理由づけ (Reasoning)、 

 

 

②DATA=Claimの根拠となる資料・情報  

 

基本ロジックを考えるとき、トールミンさん（イギリスの偉い分析哲学者）が考えたモ

デルを簡単にしたやつをつかって考えます。 

 

細かい説明は省きますが、要するにあるひとつの考えを論理的に、視覚的にわかりやすく

図で表そうってやつです。 
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ロジックの特徴 

１．根拠が客観的な資料で示せるかどうかを意識できる。  

２．主張の有効性、論証が十分かどうかを評価する基準が分かる。   

３．主張のどの部分に反論を加えるべきかが明確になり、反論の有効性が明らかになる。 

４．論争の全体構造にこの図式を適用することはできない。    

                                      
 

あと誤解のないよう最初に言っておきますが、ディスカッションでいうロジックは形式

論理って呼ばれるような論理学の話とは違います（そんなの一般教養で習った程度にしか

知らないです）。あくまでも説得推論（説得相手の同意を目的としたもの。真理かどうか

は二義的な問題として扱うもの。）です。 

 
 

b) 基本的な作り方 

 

作り方そのものはいたって単純です 

 

まず言いたいこと（主張）を①に書く、次にその理由（根拠）を考えてみて②に書く、

最後に①と②を結び付けてあげて③のところに書く。それだけです。 

 

簡単な例を示します。 

 

例）学校に傘を持っていくと、友達が｢何で今日傘もってきたん？｣と聞きました。普通に

あなたは｢天気予報が雨やったから｣と答えました。ロジックに表すとどうなるでしょ

う？ 

 

まず CLAIMに明日傘を持っていくと書きます。 

 

次に何でもっていこうって思ったのか考えます。｢天気予報が降水確率 40％だといって

いたから｣と思ったらそれをそのまま DATAに書きます。 

 

最後に②のところに天気予報を見てなぜ傘を持っていこうと思ったのか考えて書きます。 

 
 

別に難しく考える必要はないです＾＾。ある先輩は「ワラントはある何かを見たときに

思い浮かんだものだ」っていっていたそうです。最初は深く考えないで感じたことを書い

てください。｢雨に降られたくない｣とか｢傘を持っていくと安心だ｣などなどあなたの価値

観が入ります。これで一応ロジックとしての形はできています。自分の行動や決定の理由

を示している以上、本人がそうだといえばそのロジックは間違っていることはありません。 

 

自分の考えにきっちり理由をつけて示せることこれがロジックを書くための第一歩です。 

 

今日傘を持っていく 

雨に降られたくない（降られた場合に備えたい） 

天気予報が降水確率 40％といっていた 
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c) ロジックの練習法 

 

まあここまでは誰でも簡単にできます。 

 

しかし、ロジックを使ってディスカッションでしなければならないのは｢私は～とおも

う｣、｢私は～する｣とか立場を表明することではなく、自分の意見を相手に受け入れても

らうこと（説得）をしなければなりません。説得は相手の行動に影響を与えようとする行

為ですから、その結論を言葉で表すとすれば必然的に指令的な言葉を用いざるをえないこ

とになります。つまり主張は、「~してはどうですか？」「~すべきではないでしょう

か？」などいろんな表現の形をとっても、最終的な結論は｢私の～という意見に同意すべ

きだ｣、｢我々は～すべきだ｣、といった命令文になります。 

  

そして、ロジックを書く目的が自分の意見を述べることではなく、相手に同意させるこ

とになったとき、warrantは自分が納得できるものでなく相手に受け入れられるものになら

ないといけません。そうなると一気にロジックは難しく正解のないものになり、いけてる

ロジック、いけてないロジックというのがうまれます。ここは経験によって少しずつきれ

いに書けるようになっていくしかないです。 

 
 

僕もまだまだへたくそではありますが、参考までに自分なりの練習法を、例を混ぜなが

ら書いていきます。 

 

 

さっき使った傘を持っていくという例も「傘を持っていきなさい」という命令文になる

と答えのないものになります。 

 

例）朝日新聞の朝刊には降水確率 40%と書いていました。母親は心配して息子に傘を

持っていかせたいです。でも息子はそんな心配知らないという感じで何も持たず

に学校へ行こうとしています。母親は息子に傘を持って行かせるためになんてい

ったらいいでしょう？ 

 
 

母親のロジックを簡単に書くと 

 

傘を持っていきなさい 

 
 

      息子が雨に降られてほしくない 

 
 
 

天気予報は降水確率 40％といっている。 

 

ですよね？でも息子はそんな心配気にしてないようです。もし母親がこの内容を繰り返し

ても、聞いてくれない可能性が高いでしょう。じっさい僕が高校のとき似たようなことを

言われると、「わかった」といって傘を持って出かけたあと犬小屋のところに傘置いて学

校に行っていました(-.-;)。 

 

Warrantは話し手にとって納得できるものではなく聞く人にとって納得できるものでなけれ

ばなりません。 
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そのために 3つのステップを踏むことをお勧めします。 

 

I. 自分のアイデアのロジックを細部まで詰める 

II. その中で相手に有効なものを考えて選ぶ、書き直す 

III. 相手に受け入れられやすい表現を考えながらさらに詰める 

 

Ⅰ.まず、説得するに当たって十分な考えを持ってないまま話しても相手に通じる可能性

は低いです。一度ロジックを書いたらその隙間を埋める作業をしてください。 

 

今回だとなぜ雨に降られてほしくないのか？降られてほしくなければなぜ傘を持ってい

かなければならないのか。などを考えて書いていきます。一例としてこれを細かく詰める

と大体こんな感じになると思います（あくまでも一例です）。 

 

傘を持っていきなさい 

 

     傘は雨に備えるための best wayだ ※１ 

 

（息子は）雨に備えるべきだ 

 

     息子は自分にとって利益の大きい方法をとるべきだ ※２ 

         息子にとっても備えるほうが better（雨に降られる害＞備える手間） 

（母親は）息子が雨に降られてほしくない 

 

    息子が雨に降られる事態を避けたい 

 

（母親にとって）雨が降る可能性のほうが大事だ（雨に降られたときのほうが大変だ） 

 

    （母親の中で）雨に降られたときの害＞雨に備える手間  

 

確かに 40%くらいの確立で雨が降るだろう（60％の確立で雨は降らないだろう） 

 

朝日新聞朝刊の天気予報は信じられる 

 

朝日新聞朝刊には降水確率 40％と書いてある。 

 

※１：ここは best wayでなければだめです。雨に備える方法がいっぱいあるのになぜ傘を使

うか？という部分に対して正確に答えるためには best wayである必要があります。※２：こ

このポイントは相手に何らかの行動を求めているので、命令文になります。 

  ここに入る命令文のパターンは大きく分けて３つ…らしい 

    ⅰ功利的なもの…上の例のように相手の利益を主張する。 

     ⅱ規律的なもの…行動規範を示して従うよう求める。例えば親の言うことは聞くも

のだという規範を出して従うよう求める 

    ⅲ感情的なもの…情に訴える。上の二つとかぶることが多いから補完的なもの 

 

人の気持ちについてのロジックを想定で書いていますから突っ込みどころ、補足すべき

ところはほかにもたくさんあると思いますが、これ以上ややこしくならないようにここら

辺でとどめておきます。 



 

 

27 

 

Ⅱ．相手に有効な Warrantを選ぶ、もしくは有効なものに書き直す 

 

考えをある程度深めたらそのうちのどれが有効か？ということを考えるといいです。な

ぜ相手にとって有効な Warrantを選ぶ必要性、重要性があるかを理解してもらうために、

ロジックを梃子
て こ

に喩
たと

えるとわかりやすいかと思います。 

 

梃子
て こ

の原理は、力点、支点、作用点の３つの働きによって成り立っていますよね？これ

をロジックの三角形にあてはめたら、下の図のように CLAIM＝作用点（実際に対象に働き

かける部分）、DATA＝力点（力を加える部分）WARRANT＝支点（力点に加えられた力

の性質を転化して作用点に伝える働きをする部分）と考えられませんか？ある事実に一定

の解釈を加えて主張を作り出し、それによって相手を説得しようとするのが Discussionで

つかうロジックだから・・・ 

 

  

そう考えると、Warrantをどこにもってくるかで、主張の持つ説得力ががらりと変わって

くるのがわかると思います。できるだけ相手にとって大きなポイントをワラントに選べば

スムーズに意見がたちます。じゃあどうすればいいワラントを選べるのかということにな

ると、経験がものを言うとしかいいようがないですが…。まあ相手にできるだけしゃべら

せて言っている言葉から相手の考えを推測するのが基本です。自分でいろいろ考えながら

自分なりの方法を探していってください。 

 
 

少なくとも相手を説得するためにはワラントをいろいろ持っておくことが有効なのはわ

かってもらえるかと思います。 

 
 
 

 
 
 

 
 

CLAIM 

DATA 

力点 

支点 

作用点 WARRANT 
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・ワラントを選ぶのにあたっていい加減にすれば確実にごちゃる注意点を何点か 

i. T/D（Term Definition）に注意 

ii. View pointに注意 

iii. 時系列に注意 

 

 

ⅰ.言葉の定義のずれはどんなときでも混乱のもとです。常に気を配りましょう。 

 

例えば傘の捉え方について、母親はどんなものでもいいから傘をと思い、息子が長くて

持ち歩きにくい傘と思っていたとしたら、「折り畳み傘でもいいから持っていきなさい」

という表現に変えることですんなり聞いてくれるかもしれません。 

 
 

ⅱ視点が混ざったロジックはごちゃります。自分にとってか？相手にとってか？第３者の

視点からか？区別して必要な視点のだけに絞って話してください。 

 
 

ⅲ.この話ではいい例おもいつかないですが、時系列がおかしくてもごちゃるので気をつけ

てください。 

 
 

・ 今回の場合だと… 

 

母親の心配を気にしている様子ないのでお母さんがどう思っているかより、息子にとっ

てどうか？の視点から話したほうが得策のようです。母親からの視点を省くと… 

 

傘を持っていきなさい 

 

     傘は雨に備えるための best wayだ① 

 

雨に備えるべきだ 

 

     自分にとって利益の大きい方法をとるべきだ② 

         

雨が降る可能性のほうが大事だ（雨に降られたときのほうが大変だ） 

 

    雨に降られたときの害＞雨に備える手間③ 

 

確かに 40%くらいの確立で雨が降るだろう（60％の確立で雨は降らないだろう） 

 

朝日新聞朝刊の天気予報は信じられる④ 

 

朝日新聞朝刊には降水確率 40％と書いてある。 

 

だいぶスリムになりました。 

 

このあとはケースﾊﾞｲケースです上の①～④のなかで相手に一番有効そうなのを選んで

出し、無理そうなら他の納得してくれそうなワラントを出す。という感じにしていきなが

ら、ワラントを選ぶセンスを養ってください。 
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Ⅲ. 相手に受け入れられやすい表現を考えながらさらに詰める 

 

最後にできるだけ抵抗感が少なくなるように言葉を選びながら作りこんでいきます。こ

この最後の詰めを怠るとこけます。この最後の詰めの部分怠ってこけてきた僕が保証しま

す。最後まで詰めてください。 

 

まあ今回の場合だと…③の部分が有効な場合が多そうですから…③をワラントに選んだ

とします。それを選んだら受け入れてもらいやすいように相手を想定しながらさらに突っ

込んで詰めます。そしていろんなパターンを自分の中で作ります。 

 
 

たとえば… 

 

息子が傘を持って行きたがらない理由は「めんどくさい」、「雨に備える手間がわずら

わしい」という理由だとします。 

 

すると③の「雨に降られたときの害＞雨に備える手間」に納得してもらわないといけない

です。なぜこういえるのでしょうか？なんて説明したら聞き入れてくれるでしょうか？ 

 

もし息子が、調子に乗りやすいか○や君のような性格なら、「カッコイイあなたが水に

濡れたら台無しじゃないの…かっこよさを保つためには傘を持って行くくらいの手間たい

した事じゃないでしょ♪」とおだててあげれば聞いてくれるかもしれません。 

 

でも同じ説明をしても、○ろ○わ君のような性格の子なら「俺は水もしたたるいい男や

ぞ！濡れた程度でかっこよさが台無しとは何事やねん！」といって憤慨するかもしれませ

ん。 

 

く○か○君のような性格の子には「もし雨で教科書やノートが濡れたらどうするの？」

とか無難な事をいったほうが聞いてくれるかもしれません。 

 

時と場合にあわせてできるだけ柔軟に答えられるだけ自分のロジックを詰めておけば納

得してもらいやすいです。 

 

 
 
 

 

※○な○君、く○○わ君は実在しますが、実際の彼らの性格は少し違いますのでご了承く

ださい。なお、使用にあたって本人たちの了承は取ってあります。 
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d) 各要素の分類 

  おまけとしてロジックの要素の分類を載せておきます。まあこれらはあくまでも参考程

度に考えてください。あとこれらの分類はあくまで ESSのマニュアルをもとに編集したも

ので、本当に正しいかどうかは保証できません。まあ参考にはなるかと思います。興味が

ある人は自分で調べてみてください。 

 
ＣＬＡＩＭ 

結論部分です。大きく３つに分けることが可能です。  

 

A. Claim of Fact (=Definitive Claim) 真偽、推定、定義等に関する Claim 

B. Claim of Value (=Evaluative Claim) ：事物、態度、状況の良否等についての Claim 

C. Claim of Policy (=Ado vocative Claim) 行動、方策に関する Claim。事実、価値観両方が伴

う。 

 
ＤＡＴＡ 

 Dataとは、結論の根拠となるべき資料のことです。資料の内容、状態によって以下のよ

うに分類します。 知識としてこれだけのものが Dataになりえることを覚えておいてくだ

さい。 

Ａ、資料の内容による分類  

（１）Factual Example (事実)  ：過去・現在の、又は将来確実に起こるであろう事実  

  例）去年、地下鉄の駅でサリンがばらまかれた。  

（２）Statistics (統計)  ：政府などによる調査結果の統計  

  例）日本人の年間平均総労働時間は、1998時間である。  

（３）Opinion Poll(世論調査)  ：世論調査やアンケートの結果  

  例）日本人の７割が仕事による疲労を感じている。  
（４）Experimental Data (実験結果)  

  例）合成着色料には発ガン性があることが分かった。  

（５）Expert Opinion (専門家の意見)  

  例）国立衛生予防研究所によると、今年流行するインフルエンザはソ連型である。  

（６）Common Sense ： Participantsが皆共通に、疑いなく納得できると判断した事柄。主

観的であるので、その真偽に疑問が生じた時には Fact よりも客観性においては劣る。  

   

 

ＷＡＲＲＡＮＴ 

 

 Warrantとは Claimと Dataを結ぶ推論・立証過程 (Reasoning=理由付け) です。その方法

には様々なものがあります。まあ以下にいくつか紹介しておきます。  

 

Ａ．Value ,Emotion ：人間の価値観・感情に基づく理由付けです。 

それが一般的、普遍的に受け入れられるものかどうかがポイント。違う価値観出されたら

結論でなくなるからしんどい。命、人権とかはある程度これに頼らざるを得ない 。 

Ｂ．Authority  ：Dataの信頼性に基づく理由付け。 

Warrant は、Data の信頼性の高さを示すことになります。 authority の大きさで判断する。

ただし Evidenceにきっちりした根拠、論拠か示されていない場合吟味不可能なのであまり

使うべきでない。 

Ｃ．Interpretation  ：Dataから、推論の下に Claimを導き出す方法。 

論理性・客観性に主眼をおいているので説得力があります。  
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（１）Generalization (一般化・帰納法的推論)  

 １つのサンプルが、そのグループの他の全てに当てはまるとして立証する方法で、よく

アンケートの利用などで用いられるものです。ポイントはサンプルが典型的か否か、とい

うことです。  

 

例）朝日新聞のアンケートによると内閣支持率は●％だ。アンケートの対象者は無作為

抽出によって選ばれた。日本国民の内閣支持率は●％だ 

 

（２）Classification (特殊化・演繹法的推論)  

 これは上記の逆で、１つのグループに当てはまることは、そのグループを構成する各々

の要素にも当てはまるとして立証するものです。Dataの事象が Warrantで示されたグルー

プに属しているかどうか確認するのがよいでしょう。  

 

例）この店は大阪にある。大阪にあるたこ焼きはみなおいしい。この店のたこ焼きはお

いしい。 

 

（３）Analogy（類推）  

 ある事象を説明するときに、それと似た事象と比較することで証明しようとするもので

す。Analogyのポイントは「２つの事象に際だった差異は認められない」ということです

ので、最初から異なったものを比較していることに問題があります。P.D.D.のように客観

的・政策的なものに用いるときは特に注意が必要です。   

 

例）安楽死が認められた後、オランダの一部の医師は患者の意思を確認せず安楽死を行っ

た。日本も同じような法案をとる。日本でも患者の意思が確認されずに安楽死が行わ

れる 

 

 
 

他にも sign, effect to causeなどいろいろありますがとりあえずこの 3つ知っていればいい

と思います。いっぱいある通念を分類しても実際に活かすのはしんどいし… 

 

 
 

 
 
 

e) その他ロジックを書く時の注意点 

 

i. 複雑すぎる形にしない 

ii. ワラントにも裏づけを… 

iii. データとワラントごちゃごちゃにしないで… 

iv. ロジックを多用しすぎない 

v. 全体的な構造をロジックであらわそうとしない 

 

 

i. 複雑すぎる形にしない：より強いロジックにしようと思ったらいろいろ付け加えない

といけないですが、図を必要以上に複雑にすると図式化する意味がなくなるし、わか

りにくいので複雑すぎるロジックは使わないでください。 
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ii. ワラントにも裏づけを：主張とデータを単純に結ぶだけだと一般的で不確かな文にな

ってしまう事が多いです。それを裏づけるワラントに対する理由も考えてください。

場合によってはワラントとなる文をそのまま書くより、多少つながりが悪くなっても、

裏づけを書いたほうが納得してくれやすい場合もあります。 

 
 

iii. データとワラントをごっちゃにしない：特に演繹タイプのロジックを書くときに多い

ようですが…Data, Warrantの順番ごちゃごちゃになってしまう人たまに見かけます。

例えば、主張：この店のたこ焼きはおいしい。①大阪のたこ焼きはおいしい。②この

店は大阪にある。三角形を書くなら①,②どちらが Dataでどちらが Warrantでしょう

か？時系列だけで判断すると①のほうが早いですし…気持ちはわかります。Discussion

のサイトでも結構みんな混ぜて考えているみたいです。一応調べてみると… 

 

A/T 井上尚美『言語論理教育入門』 

Q) データと理由づけとは、ときによると区別しにくいこともありますが、データの

ほうは個別的な事実、理由づけのほうはより一般的な仮説という点がちがいます。 
UQ) 

 

これから推測するに①が Warrant、②が Dataでしょう。ただべつにこの順番が逆にな

ってしまったからといって吟味不可能になってしまうわけじゃないので、個人的には

たとえおかしくても間違っていると指摘するのではなくて、最初にロジック書いた子

にあわせてあげるのが親切じゃないかな？と思います。 

   

iv. ロジックを多用しすぎない：基本的にロジック苦手にしている子多いです。それにわ

ざわざロジック書いて出されるとなんか切りたくなります。時間かかるので意見が対

立したりしない限りむやみやたらにロジック書くのは控えたほうがいいです。特にシ

リアスネスの部分で得意げになって Against will のロジック出している子見かけますが、

あんな瞬間で書けるロジック突っ込まれてから書いても十分じゃない？と思う事もあ

ります。 

 

v. 全体構造をロジックであらわそうとしない：ロジックは細部を切り取って厳密に議論

するのには向いていますが、全体構造をあらわしたりするのには向いていません。ま

あためしにがんばってみてください…おそらく途中でおかしくなってしまうと思いま

す…。 

 

 

おまけ 

Toulmin's Modelもとの形 

限定＋主張 ←反証「～でない限り」 

 

 

理由づけ「～だから」 

                                  ↑ 

                       理由の裏づけ「～による」 

事実、根拠 

例）多分、彼はイギリス人だ。なぜなら彼

はバーミューダで生まれたから。次に述べ

る法律による「英国領に生まれたものの国

籍に関する法律」～～。だから彼は両親と

もに外人または、彼が帰化していない限り

イギリス人だ。（井上尚美『言語論理教育

入門』） 

松本道弘って人が６つあった要素を３つに絞って三角形にしたらしい…ソースの信憑性微

妙なんでなんともいえませんが…強いロジック書こうと思ったらここまでしっかりやった

ほうがいいかもしれないですね＾＾；。 
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 反論 
 

反論という言葉を聞くと抵抗感を持つ人が最近多いようです。Discussionは楽しくコミ

ュニケーションする場所で反論とかしたら空気が悪くなるというふうに考えているのでし

ょうか？実際昔インナーの子から｢いちいち反論しなくてもこうしたほうがいいんじゃな

い？という風にいってあげたほうが親切なんじゃない？｣というようなことを言っている

のも聞いたりしました。 

 

まさにそのとおりです、もし反論せずに自分の意見を出して簡単に受け入れてもらえる

なら反論なんかいりません。空気が悪い Discussionを好む人はいません。でも、異なった

意見をもった人に、インナーの子が言ってくれた｢こうしたらいいんじゃない？｣という言

葉を受け入れてもらうためには相手の言っていることが間違っている、もしくは間違って

いなくても自分のアイデアのほうが良いということに納得してもらわないとだめです。そ

のことを納得してもらうための手段として反論の技術がある程度必要となります。 

 

まあロジックの斬り方の基本はどのマニュアルにも書いてありますが、キエフのマニュ

アル以外見ない人にも多少知ってもらえるよう書いておきます。 

 

a) 反論のパターン 

 

 

・ ダイレクトアタック、インダイレクトアタック 

 

相手の意見に攻撃する方法は、上記のように大きく 2種類あります。1つ目は相手の

Logicの穴を直接ついたり、相手の Claim, Data, Warrant,３つの要素をつなぐ各 Linkを否定

しそれぞれ違うものにすり替えたりして相手の理由を直接否定するダイレクトアタック、

２つ目は、相手と異なった別の Logicを持ってきてそれで相手を潰そうとして間接的に否

定するインダイレクトアタックです。要するに相手の理由に対してきっちり攻撃している

かどうかが違いです。 

 

反論をするときは Direct attackをするのが基本です。なぜなら、Direct attackを出すと吟

味するポイントは相手のロジックが立つかどうかだけですが･･･ 

 

Indirect attackを出すと、 

（ⅰ）まず相手のロジックが立つかを Examine  

（ⅱ）自分のロジックが立つかを Examine 

（ⅲ）どちらのロジックが優れているか Examine 

というステップを踏まなくてはなりません。時間がかかるうえ混乱が生じやすいのででき

るだけダイレクトアタックをすることが望ましいのがわかると思います。 

 

アタックの分類 

ダイレクトアタック 

A=C 

    B=C→A=C ←×（B=C→A=C） 

    B=C ←B≠C 

 
 

A=B ←A≠B 

インダイレクトアタック 

A=C      ←A≠C 

 
    B=C 
 

A=B 
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・ ダウト、オブジェクション 

 

厳密に言うとどちらもオブジェクションですが、最近のディス界では相手に意見をぶつ

けるアプローチ方法を大きく２パターンに分けているようです。１つ目はオブジェクショ

ン、そのままの意味で相手の意見を｢～でない｣と否定するやり方です。２つ目はダウト、

｢～でない｣と反論するのではなく、相手の主張に対して｢本当に～といえるのか？｣と疑問

をぶつける形で自分の意見を主張する方法です。 

 

何が違うかというと立証責任のあり方が違います。１の方法は自分から反対の意見を立

論しているので、立証責任を背負いながら反論する形になります。しかし２のダウトだと

「～でない」といっているのでないので最初は自分から立証責任を背負わずに相手に立証

責任を背負わせる形になります。 

 

２つ目の方法をとると相手に立証責任がかかるのでリスクを背負わずにすむ+「～でな

い」ということは「～である」ということよりも難しいのでダウトの形で反論することが

望ましいです。ただ勘違いしてほしくないのは、ダウトの形をとっていれば立証責任を背

負わすにすむわけではないということです。ダウトであれ、オブジェクションであれ相手

の言っていることに対して反論していることに変わりはありません。たとえダウトをかけ

て相手に立証責任を押し付けても最終的には「～でない」ということを自分で立証しなく

てはなりません。 

 

 
 

A=Bであるという主張に対する反論のパターン 

①ダウト 

A=Bでない                  

 

      ●●が確認できなければＡ＝

Ｂとはいえない（Ａ＝Ｂなら

●●といえるはずだ） 

 

●●といえるかわからない 

②オブジェクション 

Ａ＝Ｂでない 

 
 

      ○○であるならＡ＝Ｂでない 

 
 

○○である 
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b) 反論のコツ 

 
 

具体的に、議論のためのよくいわれるコツを書いていきます。 

 
 

・ 相手の Argumentを理解する：理解していないと、議論が噛み合わない、 Confusionが

起こりやすい。 Questionや Confirmation をきっちり。  

 

・ アーギュをしぼる〔思いつきだけのアーギュはなるべく控える〕まず何よりも自分の

意見をまとめてください。自分が一番言いたいのは何なのか？ 

 

・アーギュの目的定める。どれくらいの時間をかけるか？どの結論を得れば最低の目標を

達成できるか？ 

 

・ Indirect Objection はあまり使わない。Indirect objection は全く異なった Logicを持ってく

るがために、議論を噛み合わせにくく、時間もかかる。どうしても無理な場合のみ、 

Indirect Objection をする。 

 

・ 最初にある程度自分のスタンスを出さないと、相手はなかなか理解してくれない。た

だし出しすぎると相手が混乱しておかしな立証責任を押し付けられることがあるから

注意。 

 

・ オブジェクションの基本は Logic ベースで考える（相手の考えの不完全なところを見

つけやすいから）。「Warrantは何なの？」 って言って相手に説明させる。できなかっ

たら Logic立ってないからダメだね、とか言って相手のロジックを直接潰す。 

更に，積極的に斬ろう と思ったら、最後に自分でたたないことを説明するといい。 

 

・ Proof burden (証明責任 )を相手に押し付けることを心がける。そうした方が、自分はリ

スクを背負わなくても良い。 

 

・ 相手の言葉の Term definition に注意：意見の対立は、ある 1つの事実に関して 2通り以

上の解釈ができるときに起きる。解釈の違いを統一のものにしない限り、議論 は終わ

らない。Term definition を自分の有利な定義の仕方にもっていけば、自ずと自分の主張

につなげていきやすい。 

 

・ ごちゃったときほど全体を見る。一番大事な点は何か？実はいらないことを話してな

いか？ 

 

・ Objection の後は、 Suggestion をつける。 Objectionをした人は，最後に、Suggestion を

つけるようにしてください。Discussion をスムーズに運んでいくためには、常に，一つ

のことが終われば、次に何をすべきかを示さなければなりません。そうしないと、一

度そこで立ち止まって、途方にくれてしまい、時間をロスするからです。ですから、

常に，何かをした後は、Suggestion をつけるということに心がけてください。 
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 Examineの方法（議論の収束の方法） 
 

この部分はハンドリングに大きく関係するからたいしたこといえないですが、どんな人

でもある程度自分なりの収束の方法もっているのがベターです。まあ議論の方法は結局の

ところ人それぞれなのでなんともいえませんが…。①自分の考えを理解②相手の考えを理

解③共通点、相違点を確認④必要な論点を確認⑤議論の目標を確認⑥吟味（そこに対する

自分の考えを示す）という流れが基本だと思います。 

 

①相手に考えを理解：相手が何を考えているかよく聞いて誤解を防ぐ。とにかくわかった

って思うまで相手にしゃべらせることが基本です。見切り発車してしまったならここまで

戻ってくることも覚えとくといいです。Q→Cを繰り返して理解してください。 

 

②自分の考えを理解 ：自分が何をしたいのか固まらなければ不毛な議論しかできません。

きっちりと何をしたいのか固めてスタンスを作ってください。スタンスは相手に完全に同

意？一部同意？完全に反対？それはなぜ？･･･ 

 

③共通点、相違点を確認 ：意見がどういう点で食い違っていて、どういう点は同じなの

か？はっきりさせると論点が見えやすくなります。 

 

④必要な論点を確認、提示 ：共通点・相違点がわかったら、それをもとに議論を収束さ

せるため論点を確認、提示します。この時ある程度スタンスを出したほうがいいです。相

手に引き際をわからせるためにも… 
 
 

論点を選ぶとき基本的に２つの方向性。（基本はロジックで判断） 

 

i. 共通点を元に妥協：共通点のみによって、話を進めるのに最低限必要なものは確  

認できる場合、共通点のみを選ぶのが時間の節約になる。典型例が ASQの後回しハン

ドル。 

 

ii. 相違点を解消：実際に意見の食い違いを 1つに統一することで先に進める。この時各

論点の必要性に注意。議論を終わらせるのに全部の相違点を吟味する必要があるの

か？その一部でいいのか？ 

 
 

⑤議論の目標を確認：一度論点を決めたらそれ以降論点がずれていかないよう目標を確認

する必要があります。もし～のポイントが確認できればアイデアが成立、そうじゃなけれ

ば不成立それでいいですよね？って感じのことをしっかり確認して固めてください。 

 

⑥吟味 

 

必要な論点が確認できたならそれに対する自分の意見をぶつけていってください。時間節

約の基本は At leastのポイントを見極めることです。 

 
 

詳しくは村瀬さんや北野さん等キエフ系の先輩方のマニュアル、JDNに落ちているマニ

ュアルをみるといいかと思います。なければ Disセクの先輩に言うともらえます。
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必要な布石、必要のない布石 

 
皆さん布石ってディス中に使いますか？まあ確かに一貫した意見を出せると浸透させや

すいし評価も上がります。僕もプレゼンの悪さごまかす為に積極的に使っていました。 

 

でも布石ってあとで使えなければ意味ないですよね？ASQで布石ってどこまでやったら

いいんでしょうか？自分なりに考えた布石を出すときの注意点を書いていきます。 

 

・ 布石を出すときの注意点 

 

飛ばされないために 

 

布石は基本 ASQで打ちますが、ASQにおいて布石は必要なのでしょうか？言葉の意味

からもわかるように布石はあくまでも ASQの時点ではおまけです。 

 

わかりやすくするため、Wantの Q、 Mustの Qっていう概念を使います。ASQで必要に

なる Qを Mustの Q、それ以外の Qを Wantの Qと呼びます。すると Mustの Qは changing 

point , solvencyを確認するのに必要な Q、Wantの Qは自分の DA、N/solに必要な Q（布

石）になるのがわかると思います。そしてこの概念の元、ハンドラーは場合によって必ず

しも必要でない Wantの Qを飛ばします。ASQでの不必要な混乱を避けるためにこの概念

は必要です。 

 

だから布石を打つとき基本飛ばされないように 3点気をつけてください 

・ 必要性 なぜ必要か答えられなかったら、飛ばされるかごちゃります。 

・ 簡潔性 布石は自分のわがままで時間を使っているのだからできるだけ早く簡潔に 

・ チャート あとでそんなことゆっていたっけ？ってなるとめんどくさいから 

 
 

自分の意見を立てるために 

 

ある程度できるようになると布石を打つときに簡単に流されない理由をつけられるよう

になるし、ストラテがあるので簡単には引き下がれません。その結果時間がきてしまって

結局ストラテ使えずじまいとか経験ないですか？ 

 

・時間内に布石を立たせるための注意点 

 

① 議論の目標と最低ラインを区別する 

② 最低ラインを低くしても意見を立てられるだけプレパ、リサーチする。 

③ できるだけスムーズにできるよう出し方をプレパする。 

 

①布石は後で使えて初めて意味があります。やりたいことを考えるだけでなく引き際を持

って出すことが必要だと思います。要するに自分のアイデアを立たせるために意見を立て

るための Mustのポイント、Wantのポイントを区別して考えるってことです。 

 

・ Mustの布石：聞かなければ自分のアイデアが立たないもの。 

・ Wantの布石：流されても後で立論できるが聞いておきたいもの。 

自分の聞きたいことを 2つの視点から整理しなおしてみてください。自分の布石を立たせ

るためにどれだけの事を聞くことが必要なのか？  
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②布石はあくまでオピメに無理言って時間使わせてもらっているのだから、聞かなけれ

ばいけないポイントは少ないほうがベターです。というかそうしないと行きたい場所につ

きません。保証します。自分の考えた布石Ｑが本当に必要なのか？考えてみればほとんど

の場合、プレパ、リサーチによって後で立証可能なものです。必要なときはオピメが説明

をサボったり言い過ぎていたりしているときくらいで残りはほとんど後からでもできます。

しっかり準備して無駄な布石をしないように最低ラインを低く作るのが近道な気がします。 

 

たまにエビデンス調べたらおしまいなのにリサーチしないでＱして無理矢理布石のコン

セとろうとがんばる人いますが…それはちょっといけてないかと… 

 

③聞くべきポイントを抑えたら後はひたすらべた書き→ためす→改善の繰り返しです。 

 

 

アーギュメントとコンパリ 

 
アーギュメンと作るときにコンパリから考えていますか？Dis中に自分の思う理想に近

い結論を出すことはほとんどの人の目標ですよね？コンパリで自分が出したい結論持ち、

結論を得るための筋道をもって話さないとアイデアは立たないです。できたらきっちりス

トラテ組んでください。たまにストラテをだましと勘違いしていたりする人もいますが、

ストラテは結論に対して自分の考えをもっているすべての人に必要です。 

 

この点について JDNのマニュアル『beyond』からそのまま引用させてもらいます。興味

があったら先輩に見せてもらってください。 

 

Q）ストラテとは何のためにあるのでしょう？それは「自分の思う理想的結論を出すた

めの筋道をコンセンサスにするため」です。多くの人のストラテの甘い点は結論が出せる

ほど筋道が詰まっていないです。では、本当のストラテを成立させるためにはどういった

考え方をする必要があるのでしょうか。それは「結論から考えて逆算的に何をするか決定

し、ディス中コンセンサスを作る事」です。これは「コンパリで主張したい最終的意見を

最初に考えておき、その意見を最も反映させるにはどうしたらよいか」という考え方でデ

ィスに取り組む事です。UQ) 

 

僕はこの考え方に多くの影響を受けました。自分の意見を反映させるためにはストラテ

は絶対必要だと思います。ストラテを作りこめば、それだけ衝突が増えたりしますが、そ

の意見の衝突こそが僕にとって一番大切な価値交換です。・・・なんか抽象論が多くなっ

たのでしょぼいなりに僕のストラテの作り方を書いていきます。 

 

とりあえずストラテを組むときの注意点はパッと思いつく限り 

① コンパリでの結論を持つ。 

② 話す場所、タイミングを考える。 

③ テーブルでの必要性を構築できるようにする。 

④ プレゼンを準備する。 

⑤ カンファメを準備する。 

 

 

① コンパリでの結論を持つ：コンパリでやりたい事なかったらストラテ作れません。ま

あ何を自分の目標に持ってくるかは個人の自由です。自分の好きなように決めて、好

きなやつを選んでください。個人的にいきなりどんな DAについて話したいか？って
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ことを考えるより、もっと大まかにどんなポイントについて話したいか？を考えてそ

のポイントについて話せる DAを一通り考えてから決めるのが好きです。そのほうが

DAに選ばれなかっても話せるネタいっぱい持てるし、自分の中で大事な話をしやすく

なるし…まあよりストラテとして立ちやすいやつを選べるっていうのも大きい理由で

すが…。 

 

例えば、中絶禁止プランで闇中絶による母親の健康被害について話したいって決めた

ら、DA：母体が傷つく不妊症、流産、感染症…等いろいろ考えます。そのあと TGを

そろえて胎児同士にしたほうがコンパリで時間節約できるという理由で DA：闇中絶に

よる流産の増加（胎児死亡） をメイン DAに据えて、コンパリで『母親の健康状態は

胎児に大きな影響をもたらす。胎児を守るために母親に健康被害をもたらすようなプ

ランは採るべきではない』と主張、場合によっては Solution で ADを調節しオールカッ

トを立たせて Counter Plan をだすというストラテを作ったりしていました。 

 

② 話す場所、タイミングを考える：結論を持てばどこでどんなコンセンサスを作るべき

か考えます。そして話す内容が決まったら、その話をするタイミングも一緒に考える

とスムーズにいきます。 

 

上の例だとまずⅰ闇中絶が増えるというコンセ、ⅱ闇中絶をすれば母体が傷つき流産

しやすい体になるというコンセがないと意見が立ちません。ⅰのコンセを得るために

Solution で闇中絶が増えるというパーシャルカットが必要でしょう。ⅱのコンセはエ

ビデンスがあったら証明できそうです（まあ布石として印象づけたかったら中絶でき

る人は政府に認められた医者ということを引き出して突っ込み、それ以外の人がする

と母体が危険だからみたいにするとか…）。そしてさらにⅰのためのパーシャルカッ

トを立たせるためには…と考えを進めていき各エリアで話すべきことを決めます。と

りあえずページ数の都合上割愛させていただきます。 

 

タイミングは、ⅰのパーシャルカットだと１つ以上のパーシャルカットを吟味するこ

との必要性を構築するのはしんどそうなので、できるだけ早く出すべきでしょう。ⅱ

の場合のような必ずしも話す必要がない話は、必要な話が終わるまで待つべきでしょ

う。この他いろいろあると思いますが、心理についての話になるのでよくわからない

です。自分なりのタイミングをつかんでください。 

 

③ 必要性を構築できるようにする：せっかく布石を作ってもコンセを得られる前にハン

ドラーに流されると厄介です。きっちり必要性を作ってください。うまく作れなかっ

たらチャート等を使ってすぐ答えられるような形にするとすんなり答えてくれる場合

があるので頑張ってみてください。 

 

④ プレゼンを準備する：これはすべてについて共通です。伝わらないと意味ないです。

しっかり相手に伝わるプレゼンを考えましょう。先輩に見てもらったりするのもひと

つの手かと思います。 

 

⑤ カンファメを準備する：せっかく布石うっても、話が進んでいく途中で話の内容忘れ

られたり、後になってぶりかえされたりすると厄介です。できればきちんとチャート

まで考えてみんなに浸透させるカンファメも作っておくといいです。 
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結論に対する考え方 

 
ここから先は単なる独り言です。自分の偏った Dis観をもとにした愚痴です。 

 

僕たちがやっている Discussion の目的は大体 3時間以内に与えられたタイトルについて

答えを出すことって narrowingで決められますよね？でもなぜか discussionでの結論はほと

んどの場合時間切れ Keep SQですよね・・・なんだかむなしくありませんか？大学生同士

がわざわざ遠いところから集まってお金払って 3時間も話し合った結果が時間切れだから

現状維持って… 

 

そもそも narrowでよくやる Our purpose is to answer the question of the title＝to make at least 

1policyってどういうことなのか？そして３時間でする議論として何を優先するべきなの

か？タイトルに与えられた答えをいつどんなときに得る事ができるのか？僕は去年の春頃

からこれが不思議で仕方ありませんでした。 

 

ここに対する考え方は本当に人それぞれであるべきだと思いますが、自分なりの意見を

（といっても先輩方や他のメンバーの影響受けまくっていますが･･･）書いてこのよくわ

からないマニュアルを終わりとさせていただきます。 

 

 Narrowingでやる purposeの意味について 

 

普段の Discussionでよくやるナローって Our purpose is to answer the question of the title で

すよね？ここで決められた目的って実際の Discussionにおいてどれくらいの拘束力持つん

でしょうか？ 

 

僕が現役のとき結論を出すということは Discussionにおける絶対的なルールでした。ど

んなアイデアが思いついてもそれを最終的に結論に結び付けることができなければそんな

アイデアに意味がない、結論に対する明確な道筋を持たずにしゃべることなんかチャット

と同じで Discussionじゃないと信じてプレパしていました。でも冷静に考えてみたら目的

は｢タイトルに対する答えを出す事｣になっているけど別に｢必ずタイトルに対する答えを

出すこと｣じゃないんですね…… 

 

すごくあたりまえなことで恥ずかしいのですが…引退してから｢結論から遠い話はする

な｣という suggestionは決してナローのコンセをもとに正当化できるものでなく、あくまで

もテーブルのメンバーがその理由に納得し協力してくれたときにだけ正当化できるんだっ

てことに気付きました。そう考えると思いつきだけでしゃべっている人も別に悪いってわ

けでもないんですね…。 

 

今となっては普段のナローの purposeで決められていることってタイトルに答えるため

に関係のある話をするってことだけなんじゃないかな？とそう思います…といっても結論

を得られない Discussionは面白くないって考えそのものは変わりませんが…。 

 
 

じゃあナローで決められる目的っていうものが、タイトルに関係のある話をするという

だけのものなら与えられた時間内に何を話すべきでしょうか？結論ってどうやって出すべ

きでしょうか？ 
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まず、時間設定をどうとらえるか、その次に、ある時間で区切られた議論に於いて、何

を優先すべきか。最後に結論の出し方について順番に僕の意見を書きます。 

 

 時間設定の意味 

 

時間設定に意味あるんでしょうか？「Discussion とは○○の議論をするためのもので、

こういった議論をするために必要な時間が○時間だ」みたいな･････ 

 

こんな質問の仕方をしましたが実際の Discussion の時間って大体 3時間･･･長いと 4時間

…たまに 2時間半って事も…。別に決まった時間なんてないですよね。ここに答えを出せ

るとすれば、「長すぎると皆飽きるし、日が暮れてしまうから。」程度でしょう。時間な

んて会場やマネージの都合で決められることとか多いし･･まあマネージ側に意図があって

時間を設定しているときもありますが･･･ 

 

つまり端的で説得力のある答えはないってことですかね？時間という一見絶対的なもの

の意味は、実のところ常にいろんな要素を考えた上で相対的にしか捕らえることができな

いってことにでもなるのでしょうか？ 

 

 優先すべき事 

 

時間設定に特別な意味がないとすれば、与えられた時間で何をすることを優先するべき

でしょうか？与えられた枠組みの中で何をすると良いのでしょうか？まあ Discussion に求

めるものなんて人それぞれやろうし正しい答えなんてないと思います。あえて決めるとす

るなら「楽しむ」ということでしょう。クラブ活動なんだし･･･。 

  

じゃあ「楽しむ」って何を楽しむんでしょうか？「楽しむ」ために何が必要なんでしょ

うか？ここは偏見も混ざりますがやっぱり PDDそのものを楽しむ（日本政府の立場をとっ

て社会問題を解決するための政策を話し合うことを楽しむ）ってことが第一だと思います。

ただいろんな人と話すことが楽しかったり友達を作りたかったりするだけなら合コンサー

クルにでも入ったらいいです。資料や論理を使うことがしんどいのなら Value Discussion を

していればいいです（Value discussion でも社会問題について話せるし、難しいのがいやだ

ったら映画についてとか別に何でも話せます）。もし雰囲気が一番大切なものなら PDDの

フォーマットは複雑だし細かいし明らかに弊害です。国会が雰囲気だけ重視していたら気

持ち悪いです。 

 

まず PDDをすること（事実をもとに価値観を交換し結論を出すこと）を楽しめるように

なることなしに Discussion を楽しむことはできないと思います。最近 Discussionに楽しさ

を見出せない人、空気だけを重視して議論することを避けている人に今一度 PDD（Policy 

Determining Discussion）をやる理由を思い出してほしいです。事実だけについて話すなら

同じ専門の学部の友達とやったほうが深い議論できます。Valueだけについて話すなら似

た価値観の気の合う人としか統一見解を得られません。事実と価値観両方を考慮する

Policyについて話すからこそ違う大学、違う学部の子達と話すことに意味があるんじゃな

いでしょうか？価値観だけの交換を目指す Enlightenment Discussion ではなく、統一見解を

作ることを目指す Decision Making Discussion だからこそ約 3時間という長い時間を充実し

たものにでき、遠い大学までわざわざ行って議論する価値があるんじゃないでしょうか？

これを忘れて「雰囲気が一番大事」とか、「結論だけを求めたら不毛だから価値交換中心

でいこうよ～」とか言って議論することを敬遠されたら正直むかつくとか通り越してへこ

みます。もちろん PDDにも雰囲気が非常に重要なことは言うまでもありませんが……身の

程をわきまえず言葉が荒くなってしまいました申し訳ございません m(_ _)m。 
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では、与えられた時間の中で PDDを楽しむために優先するべきことは何でしょうか？ 

といっても PDDにそうそう厳密なルールはないし、ナローでどうにでも変えられる気もし

ますが…でも次の２つは大体の Disに有効かなと思います。 

 

・ 現状改善か現状維持か？ 

 

普段どおりのナローならば現状改善に priorityがあると思います。どっちでもよければ

Discussion を一切しないでいきなり Keep SQしたほうが時間の節約になるし…。Seriousness

確認できたなら絶対現状改善に priority置くべきだし…。だから処理の道を失った無駄 Q、

ゴネのアーギュはある程度流されても仕方ないのじゃないでしょうか？ 

 

・ 現状改善か目的達成か？ 

 

しょぼいラベルでごめんなさい。よりよい状況を作るための Spike Planや Counter Planの

扱いをどうするか？ってことをいいたいです。たしかにより多くの Spike Plan,  Counter 

Planを吟味できればより ADが大きく、DAが小さい政策を取れます。現状改善に priority

をおく限りその話し合いによって時間切れ現状維持って状況はできるだけ避けなければだ

めだし現状改善に priorityをおくべきでしょう。特に Counter Plan は最初の Planの Net 

benefit を確認した後じゃなかったら厳密には吟味できないから相当なスピードが必要です。

まあ議論としては面白いし重要だから禁止はしたらだめだと思いますが…。 

 

 結論の出し方 

Take Planってどんなときにできるんでしょうかね？もちろん現状が改善できるっていう

AD>DAのコンセが取れたときですが…AD>DAの意味は 

 

① AD＞DAは Counter Plan を含めたすべてのアイデアを吟味し終わったときに得られ

る？ 

② AD＞DAは Counter Plan を含まない AAD、ADAなどを吟味してオピメの Planによる

Net benefitを確認できたときに得られる？ 

③ AD>DAは最初に選ばれたパンツみんなで選んだ最初の AD,DAとのコンパリが１つ終

われば得られる？ 

 

①～③のどれでしょう？ 

 

と聞いてみたものの答えなんてないでしょうね？アイデアがなければ③でも take planで

きるだろうし…ある人にとっての理想の政策がオピメとは違う Counter Plan なら①が確認

できない限り結論は作れないかもしれないし…説得したら②で妥協してくれるかもしれな

いし…妥協によって日本政府の政策決めるのはおかしいとかいい始める子いそうやし… 

 

 まあみんなが納得したときっていうあたりまえのこと以外で結論って決められないみた

いですね＾＾；。…たとえ現状改善に priorityを置いたとしても、どうも take plan の結論

を得ることは至難の業のようです。 

 

あくまで僕の価値観ですが、最近は①の全員のすべてのアイデアを統一することを理想

としながらも、無理に take plan, ×take planに線引きしようとしないでその日の Discussion

一つ一つの小さなコンセが結論って考えてやったらいいのかな？と思います。そう考えた

ら、take plan でも not take plan でも何がその日に得られて、よりよい結論を得るために何に

ついてこれから話していくべきかというのが結論になって有意義かな？と…。 
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おわりに 

 

何とかむりやり終わらせました…。マニュアルを書く作業はあらためて自分のプレゼン

の悪さを知るいい機会になりました(- -#)。本来ならカンファメ、チャートの注意点や NFC、

N/Solのパターン等について基本事項を網羅しながら書く予定だったのですが…なんかア

ーギュメント用の話ばっかりになってしまった気がします。まあ黒川との合作ということ

なので、これ以上分量が増えても読みにくいものになるだろうし、僕からのマニュアルは

これで終わりとさせていただきます。 

 

 いろいろ技術的なこと多く書きましたが…とりあえずしょぼいなりに Disをがんばって

きて一番強く思ったこと『技術うんぬんよりどんな話をするかが一番大事』ってことです。

やっぱり Discussionは目的をもったコミュニケーションなんだから話の中身が薄かったり

つまらないものだったりすると、カンファメとかロジックがうまくてもつまらないです。 

 

このマニュアルは技術論を押し並べるためではなく、これから Discussion をがんばる子

達が自分の話したい話を Dis中にするために少しでも役立てばいいなと思って書かせても

らいました。ひとつの考え方の例として参考にしてもらえれば幸いです。 

 

最後になりましたが、このひねくれた性格の自分に、今まで愛想を尽かさず Disだけで

なくたくさんのものを与えてくれた先代石田さん、神大の黒田さんをはじめとする多くの

先輩方、最後まで一緒にがんばってくれた黒川をはじめとする同回生みんなには本当に感

謝の気持ちでいっぱいです。また一緒に飲みましょう＾＾ 

 

2005年度 近畿大学文化会英語研究会 Discussion Section Chief  

2005年度 関西地区大学 E.S.S連盟 Discussion専門副委員長 

 

黒田 悠和 
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Seattle Mariners  

ICHIRO SUZUKI 
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な
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と
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だ
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感
じ
て
い
る
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