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俺の Argument が

こんなに強いわけがない
〜俺の理論がこんなにしっかりしているわけがない　編〜

　このレクチャマテは、松久が Argumentをするに当たって重要だと思うことをなるべく簡潔にまと

めたものです。具体的な例があんまりないなぁと思うかもしれませんが、読んで意識して、Argument

するだけでも効果はあるんじゃないかと思います。松久に時間的余裕等がうまれたら、このマテリア

ルには載せられなかった補遺と、具体的なアーギュメントの載った別紙を配布する予定です。

０.Argument

　Argumentとはなんでしょうか。まずこの定義からこのレクチャを始めたいと思います。

アーギュメントとは、

「                                                      」
ですね。この定義ではオピニオンメイカーのアイデアも１つのアーギュメントといえます。

今回のこのレクチャでは Argumentに絡めて大切だと思う

Opinion  、  Strategy  、  Theory  、  Refutation  

について述べていきたいと思います。

１.Opinion

a. Opinionとは

　Argumentを考えるに当たって、というか discussionをする上でまず大切なのが Opinionです。

Opinionとは、Topic、Titleなどに対して持つ自分の意見のことになります。もっと具体的にいう

と、seriousness、NFC、DA、Comparisonの１つ１つの Criteriaなどなどにおける ideaのことで

す。これを持つことにより、自分の Argumentを考えることができるし、後述する Refutationでも

大きな威力を発揮します。オピメやるにしても、AD>DAの priorityを置けなければ意味はないで

しょう？ですから、議論はここからスタートするといって過言ではありません。逆にこれがなければ

何しにきた？という感じです。とにかく Opinion      は大事。  です。

b. Opinionの持ち方

　では Opinionはどうすれば持てるでしょうか。それはリサーチと discussion(ここでは日本語 dis

も含む)といえるでしょう。すなわち、リサーチである程度意見を固めてから、それをみんなに見せて、

それにたいする反応や意見から、自分の意見を深めていき、再度リサーチして、discussionしてと

いうことを繰り返すうちに Opinionは固まるだろうということです。リサーチを１時間するだけでも
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まったく違うと思います。調子

に乗って図にするとこんな感じ

です。

　リサーチの仕方はいろいろあ

ると思いますが、主に本、ネッ

ト、ディベのマテの流用、があ

ると思います。まぁ基本的にネットが多くなるでしょう。UTOBのくじらさんは、PCの画面半分をウェ

ブブラウザ、もう半分を Wordとかにし、ネットで例えば体罰と検索して、上１００個のサイトすべて

を見て、興味を持ったことを別ウィンドウに開いた Wordにコピペしまくり、あとでそれをまとめると

いうようなことをしてらっしゃるそうです。僕もやってます。笑

　次に discussionですが、適当に喋っていてもあまり意味はないと思います。やはり普段の PDDの

ようにロジック等を使って論点を切り分け、それぞれの一つ一つについて考える形がいいと思います。

例えば、体罰に教育的効果はないとかあるということをロジックに落として、コンパリしてみるとか。

c. Opinionはどこまでもつべきか

　以上のことを踏まえて、どの程度 Opinionを持って disすべきかというと自分の中で大体のコンパ

リソンが終了して、こうするべきだという意見が固まるまでするべきです。もし固まらなかったにし

てもそこまで煮詰まっていれば dis中ですごく輝けるはずです。

d. 強いアーギュメントの ideaとは

　強いアーギュメントのアイデアは、本当にそのアーギュメントがたてば議論が終了してしまうよう

なものです。コンパリソンの１クライテリア程度のものだったら、コンセがとりにくいもの以外は基

本的にコンパリソンで話せばいいんじゃないかと思います。

2.Strategy

　Strategy、すなわちストラテを考えるに当たって、まずストラテの意味について考えたいと思いま

す。ストラテの意味は主に以下の３点にあると思います。

a. 議論にコンスタントに介入する

b. Argument時にはとりにくいコンセをとっておく

c. 印象操作

　まず、one by oneで説明していきたいと思います。

a. 議論にコンスタントに介入する

　まず、議論にコンスタントに介入するとはどういうことかというと、Qをすることで自分の喋る予定

外のエリアで喋ることができます。特にカンファメーションが苦手、オーソリ的に（雰囲気的に）

しゃべりにくいときに効果があると言えるでしょう。

　ただし注意点はあります。コンスタントに介入するという意味しかないストラテだと、テーブルに

リサーチ discussion

Opinion



Lecture Material for JIDM Autumn Forum

とってはただ時間がかかっただけで何の意味もありません。よってストラテとしては、b、cの意味も

同時に達成していないといけません。

b. Argument時にはとりにくいコンセをとっておく

　これの意味は、Argumentをするときには”警戒心”がテーブルメンバーに生まれてしまうことを考え

て、話の流れ的に自然なところで必要なコンセを前もってとっておいた方がよい、ということです。

また、話の流れで Argument時に出すよりも理解させやすいときもそうするべきと言えるでしょう。

具体的には Argumentのロジックの T/Pのコンセです。裏を返せば Argument中でもとりやすいコン

セはストラテの必要はありません。場合によってはストラテだけで Argumentが立つことがあります。

c. 印象操作

　僕の前年度プレのたくろーさんもおっしゃっていたことですね。これは直接的にはコンセにはつな

がりませんが、後で自分がとりたいコンセをみんなが imagineしやすいように印象操作しておくとい

うことになります。論理だけではないよという意味でこれが discussionを discussionたらしめる

要素の１つだと考えます。

　また、印象操作には自分のアイデアを imagineさせやすくする効用だけではなく、ストラテ、

Argumentを潰すことにも使えます。後述しますが、example等を用いて、その人の言ってることが

どれだけあほらしいかという印象付けを行うことができます。もちろん、これをやって嫌われないよ

うに注意は必要ですが。

　次に Strategyを張る際の注意点を述べておきたいと思います。

a. 時間をかけすぎない

　自分にとって必要なコンセだけとれるような簡潔なプレゼンを心がけること。時間がかかっていて

は、自分のアイデアを出す時間もないですし、時間がかかるようなアイデアは皆に浸透しにくいです。

また、自分のとりたいコンセと関係のないところが際立つようなプレゼンをしてしまうと、下手に時

間がかかるばかりです。もし関係ないところに食いつかれたら、それはどうでもいいです。と言って

次の論点にいくか、サッとひいて印象だけ残しておく程度にしましょう。

b. 印象に残るよう、ゆっくり、はっきりと

　たとえ自分のとりたいコンセがとれても、みんなの印象に残らなければ、とったコンセも役に立ち

ません。ですから、せめて最後のカンファメーションだけでも、皆の目を見て、はっきりと please 

rememberとでもいうくらいでコンセ、印象を残しましょう。

c. なるべくオピメスタンスで

　これは、ストラテはなるべくオピメスタンスでとった方がスマートでよい。ということです。また、

自分のとりたいコンセを、オピメに言わせることができれば最上のストラテと言えるでしょう。自分

がむりやりとったコンセは覆されても文句は言えないですが、オピメの言ったことは、覆しにくいの

で。
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　次に Strategyの張り方のテクニックの一部を伝えたいと思います。

a. ASQで普通に Q。(初心者向け)

　普通に Qをして自分のとりたいコンセをとる方法です。ここで忘れてはならないのが、オピメスタ

ンスでコンセをとることです。完全に自分がこういうコンセとりたいって感じで Qするとかっこわる

いしね。あとオピメ決めの時はオピメの assumptionを引き出しやすいのでオピメから自分の欲しい

コンセを引き出せるという意味でオススメです。

b. 他人の話にからめる

　ストラテを出すときは、自分の話に Necessityをつける必要があるのですが、他人の話

に絡めることができれば、わざわざ Necessityを作る必要がありません。また、自然にストラテを張

ることができるというメリットがあります。ですから、誰か Qしたあとなどに、その点に関して僕も

質問があるのですが、という体で入ってバンバンストラテ張りましょう！！

c. devideを利用して自分のとりたいコンセをとる

　やはり自分のとりたいコンセってオールカットを目指すなら、devideで○と×に分けて、自分に有

利な一方しかいないって言えたら強いですよね。このときに devideをうまく使うとコンセがとりやす

いことがあります。

d. アーギュメントを利用

　これは、わざとアーギュメントを流されて、流されるまでの T/Pにする、もしくは自分がアーギュ

を出してそれを切られる際に自分が欲しいコンセをとってもらう、ことです。自分が予期しなかった

切り方をテーブルメンバーがしてきたときも、よく考えればアーギュメントにつながることも多いの

で、反論を認めることも場合によってストラテになりえます。

e. exampleで印象を強める、弱める

　existenceの話をするときにこれもやっぱり自分に有利なところだけのコンセがとりたい！ってい

うときがありますね。こういうときに、自分のとりたいコンセのところは、あたかもそこにそういう

人がいるようにプレゼンし、自分がとりたくないコンセのところは、ありえない感じで演じてプレゼ

ンします。また、自分じゃない人がストラテ Qしてきたときはこの方法で相手のストラテを変なこと

いってんぜというような扱いにすることができます。

3. Theory

　Argumentを出す上で Theoryとは自分のアイデアを載せる土台です。Theoryに自分のアイデアを

載せる方法を学んでもらうのが、この章の狙いです。まず、Argumentを出す上で最低限しっておきた

い Theoryをどこよりもシンプルに！！伝えたいと思います。

Theory      の大前提  

　オピニオンシートは ADを得るまでの道標です（表向きは）。よって、ASQも PLANも主に AD立論の
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ためにあります。もちろん他のことはしてはならないという訳ではありません。ただ最低限しなきゃ

いけないこととして ADの立論があると解釈してください。

ASQ      の役割  

　Causeから Seriousnessまでの論理的な流れ、オピメの変えたい SITが何か、なくすことで ADを

得られる room(Seriousness)、日本政府が touchする必要性(NFC)の４つを確認する

PLAN      の役割  

　Direction、Causeの反転が HARMを消すことの２つを確認

図示すると…

　次に自分のアイデアが Theoryそのままでは綺麗に乗らないときは、すこし土台をいじくってやる必

要があります。よって”Theoryのねじ曲げ方”として、少し変わった Argumentのだしかたの一部をエ

リアごとに紹介してみたいと思います。僕が皆さんに望むことは、これをきっかけに皆さんなりの

Argumentの出し方を考えることです。けっこうおもしろいよ。

a. Narrowing

　Narrowingでの議論は無駄なものになりやすく、理解しがたいものが多いです。時間をかけすぎな

いことを肝に置いて、見ていきましょう。

・task

　Narrowingでの Theoryねじ曲げは taskが代表的だと思います。たとえば、theory = to make 

better situation for J/Nだけど、J/Nに make better situationするためにはそのベースた

る Japanが大切だよね。ということで、２つ目の taskとして to save JAPANを加えよう！とかか

なぁ。もちろんこれだけではありません。To make better sitの betterの意味を聞いていろいろ

する方法もあります。

ASQ PLAN
This SIT is Cause.

This SIT is Problem.

This SIT is Harm.

This SIT is Serious.

The J/G should touch this SIT.

The J/G should vanish Problem.

論理の反転

Cause → Problem

Problem → Harm

Harm → Serious

Serious → NFC

This SIT is × Cause.(Mandate)

This SIT is × Problem.

This SIT is × Harm.(AD)

×Cause → ×Problem

×Problem → ×Harm
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・不規則プロシ

　プロソルのフォーマットよりもいいやつがある！といって Theoryそのものをかえてしまうことです。

やるからには、論理的に破綻なく、時間内にテーブルメンバーの皆が理解できるものでないといけな

いでしょう。

b. Seriousness

　Logicが Data: HARM is A/W. Warrant: A/W is serious. であったとしましょう。このエリ

アはいじりどころが豊富です。

・Data

　Dataでは A/Wって、例えば受験であの大学に受かりたいっていう MTVがあったけど、だめだったっ

ていう SITに TGがなることだよね？ということは、A/W = get the ×expectable SITってこと

だよね？でコンセをとって、Objectionとして TG　get the expectable SITを証明して ALL 

CUT。

・Warrant

　これはくじらさんがよくやってる感じのことですね。Seriousの定義を聞く。聞いて、Minus SIT

とかじゃなくて、変な defiがでてきたらそうじゃないと Objectionして All CUT。Minus SITって

いわれたら、A/Wが Minus SITというためにはこの A/Wによるいいことと悪いことをコンパリして悪

いことの方が大きいことをいわないと Minus SITとはいえなくね？といいてコンパリ開始。

・3 impact の TG

　TGって J/Gが助けるべき人のことだよね？ということは、J/Gが今本当に助けるべき人が誰かをコ

ンパリできめない？しゅんがアッセン予選でやってた Direction Changeはこれかなぁと思います。

c. NFC

　JTKレクチャでもしましたが、ここは Reasoningのつけやすいエリアなので、いいかたで PLANの

話がほとんどできます。

d. Direction

　オピメの設定した Directionを自分に有利なように言い換える。The J/G should vanish C/P.

っていうけど、ここで should vanishっていうためには、C/Pが本当に悪いものって言えないと

should vanishっていえないんじゃない？ということで C/Pのよいことと悪いことでコンパリしよう、

should vanish C/Pって要するに should help studentsだよね？で helpの中身って、Mandate

だろうけど、僕の考えた Mandateの方がオピメの意見がよく反映されていると思うんですが、どうか

なぁ？

e. AD

　DAの ideaを Solで出すための布石を張る意味があります。ADって Students ×suffer 
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mentallyだけど、これって Number of students who get m/s decreases.ってことだよね？と

言って、Solで flip。などなど

Theory      ねじ曲げのまとめ  

　せっかくここまで書いたので、格好良くまとめてみたいと思います。Theoryねじ曲げの基本は、そ

れぞれのエリアにある sentenceや wordに潜む assumptionを引き出すことにあります。Theoryだ

けを見ると上記のように ADを得るという意味で Theoryの中で完結しているので、自分のしたい議論

を知らず知らずのうちに抱く assumptionに絡めて議論を進めていくことが肝要と言えます。

4. Refutation

　これまでで、Opinionを持って、それに関する Strategyを張って、上記 Theoryの議論で

Argumentを出すところまで確認しました。次に Argumentを出した、出された後に必要な技術である、

Refutationを考えたいと思います。まず、Refutationには２つあります。

a. Argumentへの Refutation

b. Theoryへの Refutation

a. Argumentへの Refutation

　ここでの Argumentへの Refutationとは、自分が Argumentをだしたときに来る反論や、自分以

外の人 Aが出した Argumentに、Theoryを使わずに内容で切る方法を指します。

　Argumentへの Refutationで共通して大切なことが２点あります。１点目は、相手の大前提（こ

れがあるからこの Argumentが立つんだ！というポイント）をいち早く見つけ出して、そこを叩き潰

すことにあります。瑣末な点に対する反論は、少し定義を変えるか簡単な反論で返されるだけではな

く、自分にとって不利なコンセを認めてしまう危険性もあります。２点目に、できるだけ相手のだし

てきた議論の中でなるべくシンプルに反論を終了させることがあります。この理由は、自分で新たな

ロジックを構築して反論するようなことをすると、T/Pが増えて時間がかかってしまい、双方に不利

益があるからです。

　この２点を踏まえた上で実際に叩き潰すためのコツをいくつかあげてみたいと思います。

・定義が argumentを出した人の好き放題になっていないか

　これまでの議論に登場したワードがアーギュに使われている場合、それまでとその言葉の使われ方

が矛盾していないか、ということです。アーギュメントに乗っている言葉の定義はやはり出す側に有

利なようにねじ曲げられていることが多いので、要注意です。

・逆を言えないか

　下がると言われたら、上がる Reasoningを考えるようなものです。下がらないことの証明は難しい

ことが多いですが、上がることの証明は簡単なことが多いです。ロジックもそれほど複雑にはならな

いので、シンプルでわかりやすい反論と言えるでしょう。
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・極端な例ではどうか

　極端な例まで考えると、論理の漏れを見つけやすい、ということです。

　また、Argumentを出す際、定義のなされる V/Wですが、Argumentが立つように定義がなされてい

るものがあります。こういう場合は、極端な例をもちいるとうまくいくことが多いです。あなたの

V/Wの定義でいくと、こういう極端なケースもあなたの意見がたっちゃうことになるけど、それでも

大丈夫？という感じで。そこで Yesといえば、その人はテーブルオーソリをがくっと落とすことにな

りますし、Noと言えばその Argumentは切れます。

・その T/Pを示すに必要な論点が全てはなされているか

　これは、アーギュメントの T/Pには、さらにロジックがあることを見抜いて、それぞれの論点を見

せてそれを証明させる方法です。また、この T/Pに、切りやすい論点を設けるか、証明不可能なこと

をいってやることで、反論として完成します。

・論理的欠陥はないか

　基本的にロジックは、右図のような形であるべきです。ですが、Data、Warrantが

D→Eとか C→Eになってしまっているようなケースがあります。このようなときは、自

分でロジックの流れを意識してロジックカンファメーションすることで、切るべき論点

がポロッとでてきます。あとはそれを指摘すればよいだけです。

・evidenceがきちんと T/Pを示せているか

　eviを使って T/Pを証明するようなケースで、そのアーギュを示すに十分な eviたりえるか、疑う

べきということです。よくみると evidenceがまったく meetしてないことがよくあります。一度疑っ

てから認められるところを探す姿勢を持ちましょう！

b. Theoryへの Refutation

・Theoryを使った流しに乗るべきか乗らざるべきか(＝どのようなときに Refuteすべきか)

　自分が Argumentしているときに流してこようとする人がいます。もちろん流されるべきときと、

流されないべきとき(＝Refuteするべきとき)があるのですが、どういうときに流されてよいと言える

でしょうか？３点あると考えます。

　１つ目は、Argument      が切られたとき、自分の      Argument      がコンクルを出すのに不十分なとき  です。

それ以上アイデアを examineしても結論がでないのなら、サッと引くべきですね。

　２つ目は、十分に時間があって、自分のアーギュメントを流された先で必ずできる保証のあるとき

です。テーブルは表向きにはみんなで回していくものですから、基本的に相手の意見は認めるべきで

す。例えば Solで Flipしてあと１時間以上あるときとかはその時だと思います。素直に折れてやるこ

とで Theoryチックないつ話すべきか論で１時間かけて議論終了！という事態をさけることができます。

ただし、注意点はあります！！折れるときは、必ず自分のアイデアを DAなら DAとして選んでくださ

いね。と流された先の１番最初の T/Pに examine my ideaを加えるくらい念を押しておきましょう。

　３つ目は、自分にとっての明らかなメリットが提示されたときです。このような場合は逆に乗らな

A→C

A→B

B→C
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かったらダメでしょう。自分の話すエリアを作ったりとかですね。もちろんこういう展開になるよう

に話を展開するのも含めて Argumentと言えるでしょう。

・Theory流しへの Refutation

　では、今度は上に当てはまらないときにどう refuteしていけばよいかについて述べていきたいと思

います。

テクニック１　Procedure Comparison
　ただ単に自分のプロシと相手の流しのプロシのコンパリをするだけです。まぁだいたいクライテリ

アとして discussionの速さと深さのコンパリになると考えられますが、これをやってるとどっちも

変わらんねぇ、オフセットだねぇとなって時間がかかるだけのことが多いです。ですから本格的にコ

ンパリを始める前の自分のプロシのアイデアとしてのおもしろさを熱弁しておくのがよいでしょう。

他にも Theoryの解釈をねじ曲げて反論していく方法もあります。ですが、あまり真っ向勝負でプロシ

の話をするのは、楽しくないので、次の方法をおすすめします。

テクニック２　論点のすりかえ

　コンパリで話そうなどといった流しのアイデアそのものがなかったことにする手法です。すりかえ

の方法のいくつかを紹介したいと思います。

　流しのアイデアが出た瞬間超速ロングプレゼンでなんとなく無理っぽいという雰囲気を出す

　流しっぽいアイデアが来た瞬間に当然のように適当な理由を超速でつらつらいっぱいならべて、流

しのアイデアを出してきた人にその一つ一つを理解してもう一度流しのアイデアを出す気をなくさせ

る方法です。多分テーブルメンバーはついてこれないので、最後に要するにという形で自分のアイデ

アの T/Pに戻ります。自信満々ですごい早さでプレゼンされたら、それに Refuteすること事態があ

ほらしくなるものです。もちろん空気読みは必要で、自分だけでそういう雰囲気になったと思ってる

段階では成り立ち得ません。自分に有利なところはゆっくり、不利なところは超速でもっともらしく

プレゼンしてみましょう。

　流しのアイデアが来たら      Q      で返す  

　流しの ideaが来たら自分の examineしてる T/Pに対して反論あんの？と Qで返す方法です。上記

超速プレゼンと組み合わせるとなおよいでしょう。超速プレゼンでなんとなく流しのアイデアを終わ

らせた雰囲気にしたあとに、Qで自分の ideaをテーブルメンバーの頭をいっぱいにして自分の話をす

すめる！というイメージです。もちろん、流しのアイデアをだして来た人に Qをするだけではなくて、

下級生に「○○君、どう思う？」などと Qをして自分の T/Pに戻る方が効果的な場合もあるでしょう。

　あなたのプロシにのるためには…

　相手の流しの意見を聞いて、意見にのるためには、こういう要素を確認する必要がありますよね…。

という論法です。去年のばーちーさんの（しん）アーギュメントの書にのってたかなぁと思います。

俺のアイデアを DAと呼ぶには、Solution、Uniqueness、Priorityが必要ですよね…という感じで

あなたのアイデアというスタンスで自分に有利な T/Pを敷いていく方法です。
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　以上、論点のすり替えのテクニックは自分に不利な Refutationをしてきた人に対しても有効です。

また注意点としてオーソリをある程度築いておくことが必要です。

テクニック３　相手の流しのアイデアを削る

　要するに相手の流しのアイデアに乗ることと、自分のアイデアとの Uniquenessを削るということ

です。例えば NFCで今からコンパリしようとしたときにコンパリはオピメの PLANをみていないから…

ソルを確認していないから…という人がいるとしたときに、まず、オピシの examineをする前にオピ

メの PLANが何かを聞いておくことでそういうことはいえないようにする、じゃあソルでアーギュある

人？ってテーブルに聞く。これで一瞬で相手のプロシと自分のプロシが揃います。あと、コンパリで

話そうと言ってきた人に priorityおけますか？ときいて、ないといえば自分のアイデアで話を収束

させることができます。あると言えば、上記論点のすりかえが起こってコンパリスタートです。

5. 最後に

　このようなレクチャの機会を与えてくれてありがとうございます。これまでレクチャマテは酒を飲

みながらえいやーっと勢いで作ることが多かったのですが、今回少し頭を使って書いてみました。こ

のレクチャマテはあくまでみんなが Opinionを持って、それからアーギュを出す、だしてからのヒン

ト集です。自分でオリジナルの考えができればもっといいです。

　PDDは論理武装で心情的にテーブルメンバーを打ち負かす最高に excitingなゲームです。ただ、

最近の PDDは議論以前で終わってる感があります。おもしろいプロシ思いついた！！はいいけど、そ

のプロシにあなたの意見は乗っていますか？よく考えて見てください。大切なのは Opinionを持つこ

とです。

〜おまけ〜

　これから２年生は春セミまで暇でプレパ何しよ？ってなると思うので、読んでおくとためになりそ

うな本をここでおすすめしておきたいと思います。

・論理病をなおす!—処方箋としての詭弁 (ちくま新書)　香西秀信著

　詭弁のテクニックがつまった本です。僕は途中までしか読んでませんが笑とにかく、知らず知らず

に自分自身が出した議論そのものが詭弁であることに気づけたり、ゴチャりとは何かが分かります。

・論理パラドクスー論証力を磨く９９問　三浦俊彦著

　これまた僕は途中までしか読んでませんが、論理を考える上でおもしろい本です。変な論理の本を

読むよりずっとおもしろいです。難しい！！ですが。

東京大学工学部電気電子工学科　３年

2010年度東京ディスカッション連盟　連盟長

松久　直司

プレパ等相談乗ります。質問もどうぞ！→連絡先：n.matsuhisa@gmail.com


