
 

 

NFC Argument 
どうも！今回のこのレクチャでは、NFC Argumentについて深掘りするという

ニッチな内容により、みんなのスキルを磨いていこうと思います。ＮＦＣをス

トラテにするといった内容のレクチャは多いと思うので、今回は立てる！こと

を目的にしたレクチャにしたいと思います。対象としては、“ある程度

discussionをわかっている人”にしたいと思います。あと、右側はメモにでも

つかってください。 
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１． そもそもＮＦＣエリアって何やねん 

 ＮＦＣでアーギュメントするためには、やはりまずＮＦＣとはどういうエリアかを知って

おく必要があるでしょう。ですから、まず、超簡単にエリアを概観したいと思います。

まず、ＮＦＣはSeriousnessが前提です。Seriousnessってなくなればその人が幸せに

なるってことだから、これって room to make better situation だから、こりゃ日本政府

タッチせなアカンでっていうのがＮＦＣです。よくオピメが出すロジックはこうです。 

 

 NFC(The J/G should touch this situation) 

 

 

                 J/G should touch the room to make better situation. 

 

 

This situation is serious  

and the serious situation is the room to make better situation. 

 

要するに、ＮＦＣは、seriousnessで確認した roomはタッチすべきだよね。すなわちプ

ランサイドに行くべきだよねってことを確認するエリアです。（もちろん他の解釈もみ

とめますが、こういう見方もあるよねってことは否定できないと考えてください。） 



 

 

 

このＮＦＣは日本政府が今の状況を変える必要があるかということを論じるエリアで

あるということを肝に銘じてください。これを踏まえた上で、次の項に行きます。 

２． ＮＦＣアーギュメントを知る 

 以上の議論を踏まえて、ＮＦＣアーギュメントを出すということを考えていきたいと思

います。まず上の三角ロジックをみてわかるように、ＤａｔａとＷａｒｒａｎｔが Talking Point

になりますが、まずＤａｔａはさっき確認したように、serious な状況ってなくなればハッ

ピーだよねっていうことなので、まぁ否定しにくいかなと思うので、（もちろん、Serious

な状況は成長の機会である的なアーギュもありますが）Warrant に移りたいと思いま

す。 

 Warrantは、J/G should touch the room to make better situation.ですから、反論と

しては、Even if there is a room to make better situation, the J/G shouldn’t touch it. 

になりますね。“ルームがあっても日本政府はそれにたいして政策とる意味ないよー”

ですね。政策とる意味ないってどういうことかというと、ＰＬＡＮとっても make better 

situation じゃないよー、make better situation できないよーってことですよね。ここに、

ＮＦＣのおもしろみがあります。これはすなわち、こうＮＦＣを解釈すれば、 

ＰＬＡＮの話は全部ＮＦＣでできてしまう 

ということになります。Solution の話も、コンパリの話も、ＤＡの話もなんでもできちゃ

うということです。逆を返せば、ＮＦＣはＰＬＡN に行くまでもなくここで終わらせてしま

おう！というようなエリアとも受け取れます。ＮＦＣでアーギュ出しても流されちゃう＞

＜っていうのにはここに理由があります。上の言い換えになりますが、 

ＮＦＣの話は全部ＰＬＡN でできてしまう 

も言えちゃうわけです。ここまでの議論を次の一言にまとめて次項に移りたいと思い

ます。 

 

×take plan にするような議論は、ＮＦＣでもＰＬＡＮでもできる 

 

（※）具体的なアーギュのアイデアの発想法に関しては、別レクチャとかでしつこく言

った覚えがあるので、割愛します。 

 

３． ＮＦＣアーギュメントで粘る 

 では、ＮＦＣアーギュの展開法を語る前に、基本的にアーギュメントを出す際に持

つべきマインドを確認しておきたいと思います。それは、 

 

オピメのＰＬＡＮを×take plan にし、Counter Plan、Spike Planか、 

現状が最高であることをいう 

 

このことから、とりあえず、ＮＦＣアーギュの目標としては、次のことが言えます。 

a. ＮＦＣで×take planにする 

b. ＮＦＣで×take plan もしくは Counter Plan, Spike Planのストラテになるようなコン



 

 

セを取る 

これらのことを達成するためにアーギュするんだってことを考えて、次に進んでくださ

い。というのも、アーギュを立てることに必死になって、aに固執して Tableをクソ化し

てほしくないからです。以下粘る技術を伝えますが、論理的に正しいことを言ってく

れたり、自分に有利なプロシを引いてくれる人もいるので、ゴネにならないように気

をつけながら以下を読み、実行してください。 

 

先ほどまでの議論で、×take plan にするような議論は、ＮＦＣでもＰＬＡＮでもでき

るということでしたが、ここにこういう意見をしてくる人がいると思います。「俺の学ん

だセオリーによれば、それは違うぜ」と。そういう人達へ僕からのアーギュメント。ま

ず、セオリーそのものの意味を確認します。 

 

セオリー＝議論の T/P を分けることにより、無駄のない議論を展開する万能な道具 

 

つまり、セオリーはあくまで、議論の T/P を分けることで議論を円滑にするためのも

のにすぎないので、円滑に議論を進める方法として解釈の異なるセオリーがあれば、

それに頼ってＯＫということです。というかそうじゃないとセオリーに遊ばれているも

同然です。次によくＮＦＣで見る流し方について。「うんうん、そういう話は、○○でや

ろうよ」すなわち、ＰＬＡＮでも話せることまではいっても、今ＮＦＣで話さずにＰＬＡN で

議論をするメリットを提示できている人は多いと思います。もちろん、流さないと進ま

ない議論もありますが。 

 

以上を踏まえて、アーギュメンターがＮＦＣで頑張るには二通りの方法があると思い

ます。 

a. ＰＬＡＮの話っぽく見せないように、流し所を隠しながら、ごまかしながらプレゼン

する 

b. ＮＦＣで話す優位性を示す 

基本的には両方やるべきだと思いますが、メインとなるのは、a になると思います。

へっぽこセオリーマスターには、いくら論理武装しても通じないこともありますから。

ですから、a を重点的にこの項では述べたいと思います。この隠し方にもいろいろあ

りますが、思いついたのをばらっと書いていきたいと思います。 

 

a. Vague さを利用 

 まぁ主に三角ロジックを使ってアーギュすることになると思いますが、その際、１つ

のテクニック？としてあるのが、T/P 一つ一つを Vague なままに議論を進めていくこ

とがあると思います。もちろん、ごちゃりの可能性も秘めた諸刃の刃ですが、うまく使

えばつえーです。もっと具体的にいうと T/P 一つひとつからは全体像のつかみにく

いちょっとアカデミックなイメージのアーギュメントは結構こうなることが多いと考えま

す。僕はべた書きといったプレパが面倒なのでアイデアだけ持ってアーギュすること

が多かったので自然にそうなったりしました。Vague なままに進めていって、Ｔ／Ｐひ



 

 

とつひとつにＱやオブジェクションを受けつけて、あっ立っちゃった！！みたいにしま

す笑 

 

b. 不安なところは、T/Pに落としにくい絵で説明 

 Vague さを利用に似てますが、T/P を一つ一つ見ていくわけですが、丁寧にロジッ

クに落としていくと、うわこれ…みたいなことが分かったりします。ですから、あやしい

ところは絵でぼわっと説明するということです。 

 

c. 不安なところはドヤ顔で 

 同様にアーギュ出してる人が一番自分のアーギュを理解しているわけですから、

不安なところ、アサンプションこみこみのところは、絵で描いたりすると同時に、超速

プレゼンでわかった気にさせる、当然でしょっていう体で議論を進めるのは手だと思

います。 

 

d. Choice Of Word に気をつける 

基本的に ALL とか、ＯＮＬＹとかいう言葉を書いたりしてると、Some Cut にされて

ギャーとなってしまうので、そこを気をつけようということです。 

 

e. T/Pを他人に簡単にはひかせない 

 流すストラテも考えて T/P を引いてくる奴がいるから、気をつけよーね。でも乗って

むしろ大丈夫なときは乗っちゃおうよということです。 

 

もうそろそろ疲れてきたので、ここはこれくらいにしてコラムを挟んで次項に進みたい

と思います。 

 

＜コラム＞（レクチャマテ書いてたらいいたくなったこと笑） 

～ＮＦＣアーギュを流すことについて～ 

とにかくＮＦＣはどううまく流そうかと考えているお方が多いと思うのですが、同時に

今流したけど、本当は T/P にもならないんじゃ…というような議論を流すのをみたこ

とがあります。 

例えば、ＮＦＣアーギュメント「タコは足が８本あるからにして死刑制度を変える必要

はない」というアーギュに対して、「タコは８本足あるね。でもＰＬＡＮをとるかとらない

か決めるのってコンパリじゃない？だから「このタコについてコンパリで話そうよ！！」

ええぇっ！！明らかにおかしいですよね。例としておかしいのもみとめますが、流す

側にも責任があるんだから、よく見て流す、切る（PDD としての議論から T/P を排斥

することも含めて）を判断しましょう。V/H とかよくあるアーギュの中にも本当にＰＬＡ

N をとるかとらないかに関係あるかよくわからんアーギュメントがあると思います。流

す前に考えてね。 

 

 



 

 

４． ＮＦＣアーギュメントでテーブルを支配する 

やっとここまできた…さぁ皆さん！ＮＦＣアーギュでテーブルを支配する時間で

す！！３．ではプレゼン方法が主となりましたが、ここでは、議論を進める具体的な

実践法について述べていきたいと思います。これまた、思いついたこと、思いだした

ことを書いていくので、網羅できている保障はありません！ｷﾘｯ 

 

a. ハンドリングキャラをカンファメキャラにして使え！ 

 本来アーギュメンターの一番の敵はオピメであり、アーギュメンターであるはずな

のですが、ディスカッションでは、ハンドラーが一番の敵になります。まぁ流そうとさ

れるのうざいですよね。笑こういうやつを今度は使おうと発想の転換を行うわけです。

テーブルに参加してる人としては、やっぱりしゃべってないと不安…とかあるわけで

す。ですから、ハンドられない程度にしゃべる場所を提供してやればいいんです。も

っとおいうと、「Thank you!!」とか「○○、please confirm!!」とかいってあたかも一緒に

このアーギュやってますという雰囲気を出してしまうんです！さっき Vague に話をす

すめようといったけれど、これはこのためにもあります。 

 

b. Burden Proof を投げよう！！ 

 アーギュメンターが不利な点として、一番に考えられるのは、やはりロジックを用い

て自分に Burden Proofのある T/Pを提供する立場にあることと考えられます。よっ

て、アーギュメンターとしては、Burden Proof なげられないやろか…と考えながらア

ーギュメントすることが勝利のカギとなります。ちゃんとしたアイデアなら、ちょっとし

たObjectionは切れるはずなので、これを利用します。相手がObjectionしてきたら、

あなたの反論を立証するためには…という体でT/Pをしき、Goal Confirmationとして、

もし T/P が１つでも無理だったらこの自分の T/P は立つよとのこしておけば自分に

有利な形で議論を展開できます。なぜかというと、それ以上自分の T/P をいじくられ

ることなく議論を進めることができるということですから。 

 

c. One by One必勝法 

アーギュ出してると、みんな分かったのかわかってないのかよくわからない状態に

なったりしますね。こういうときにどう切り抜けるかの方法として One by One必勝法

をあげます。 

One by One 必勝法とは、 

 

One by one で名指しで、一番 Noか Yesかほしい答えを言ってくれそうなやつから 

順番にＱかＯbjection ある？って聞いていくこと 

 

になります。心的な要素を使ってやろう！！ということです。具体的に言うと、ＮＦＣま

で議論していたら、下級生、下回生のトリートをするチャンスがいっぱいあると思い

ます。ここで味方を作っておきましょう。で、上記の自分が困ったときに、この人達を

利用するわけです。まず、こういう人たちに「○○、Ｑあるか？、Ｏbjection あるか？」



 

 

と聞くとない！というと思います。この方法で、うんといってくれそうなやつから、順番

に話を振っていきます。そして最後に、Table で一番やっかいなヤツにＱを振ると、う

んとはいえない雰囲気になります笑 

 

d. Ways to proceed を引く 

これはアーギュの中でも最後の T/P 限定になると思いますが、アーギュが進んでく

ると、みんな焦ってくるんですね。ここでこいつの意見認めたら、アーギュ立っちゃう、

負けちゃう＞＜と。ですから、こういうときはやや強引にこれからの論点を見せます。

イメージとしては、 

 

<ways to proceed> 

1. continue this confusion / finish discussion 

2. go to my Counter Plan 

 

これだとなんとなく２を選びたくなりますよね。とにかくみんな幕引きはしたくないので、

そういうときには強引にでも話を進めることも大切です。 

 

以上の３と４をうまく組み合わせればテーブル支配できます！！笑 

 とまぁ述べてきたわけですが、次項ではもう少し具体性を持たせつつ、僕の考える

最強のＮＦＣアーギュメントを述べて、終わりにしたいと思います。 

 

５． 最強のＮＦＣアーギュメント 

 ２における議論で、ＰＬＡN でできるアーギュメントは、ＮＦＣで全部できてしまうと話

をしました。でもこれをもっと理解すると、次のようなことが言えます。 

 

ＰＬＡＮで T/P を分けて話す内容を、ＮＦＣでは一気に行うことが可能である 

 

先ほどいったように、セオリーは議論の T/P を分けることで議論を円滑にするため

のもので、ＰＬＡＮは特に take planするかしないかの T/Pの詰まったエリアになりま

す。これをＮＦＣでは一気にやっちゃうことができるのです。 

 もっと言うと、現セオリーでは、最終的にコンパリで take planするしないか決めよう

というようになっているので、僕が考える最強のＮＦＣアーギュメントは、以下のよう

になります。 

 

マクロにコンパリソンを終了させるもの 

/自分が勝てるコンパリソンに飛べるもの 

 

 これは僕がデスペでやったことのあるアーギュを例にしめしたいと思います。（1 年

生にはわかりにくいかもしれないですが、どういう６センテンスで議論が進んだかは、

先輩にでも聞いてください。）これに対する反論思いついたわ―！！とかはレクチャ



 

 

とは違うし、さっきいったように見せ方でだいぶ異なるものなので勘弁。 

・アーギュメント<two choices> 

概要 

最終的に法務大臣を含む J/G が死刑を執行する。また、社会への影響も考えて

D/P を執行しないときもある。これは現状は死刑執行と非執行の２つの世界を選択

することのできる状態にある。これにより現状は最高の状態を作れているので、

PLANについて考える必要はあろうか。 

 

とっておくストラテ 

・Problemにて 

死刑が執行されずに死んじゃった死刑囚もいる。これって刑としては絶対的終身刑

と一緒じゃない？ 

・Cause of Causeにて 

もともとゼロベースで日本政府は死刑制度というものを導入した。これは、日本政府

が、死刑をつくることで、ない世界からみたＡＤとＤＡでコンパリして、ＡＤ＞ＤＡで

make better situation できるからである 

・Linkage between Cause and Problem にて 

日本政府は、その中で選出された法務大臣が、死刑を執行するかしないかをきめる。

これは、そういう思想を持った法務大臣を任命することにより、死刑するかしないか

を決めているともいえ、現状日本政府は死刑のある世界とない世界を作ることがで

きる。 

・ＮＦＣにて 

Room to make better situation ってコンパリでＡＤ＞ＤＡになる可能性ってことだよね

と sentenceを言いかえる。(１．ＮＦＣアーギュメントを出す参照) 

 

（ストラテの取り方にもテクニックは存在しますが、割愛します） 

 

ロジック 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

The J/G shouldn’t touch the room. (×NFC) 

1．In this situation, 

J/G has two choices. 

If J/G has two choices, the J/G shouldn’t touch the room. 

2．If J/G has two choices, 

J/G can keep the best 

situation. 

3．If J/G can keep the best situation, the J/G shouldn’t 

touch the room to make better situation. 



 

 

 

チャートの概略（重要そうなやつだけ） 

T/P２の、If J/G has two choices, J/G can keep the best situation.につけるチャートだけ

紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まぁこんな感じかな。大切なポイントとしては、現状が最高であることをＳＱにおける

コンパリを用いて立証していることです。 

 

６． 最後に 

 僕のこんなレクチャを聞いて、読んでくれてありがとう。ディス界が、やってみなきゃ

わからんプロシージャアを決める争いが不毛であることに早く気付いて、活発なアー

ギュメントにより Topic それぞれの固有の T/P について話し、本当の意味で深い議

論ができるようになることを願います。質問等あれば、下記連絡先まで気軽にどうぞ。

プレパの相談にも喜んで乗ります。 
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Two choices 
<case 1> 

USQ, J/G   carry out D/P 

<case 2> 

USQ, J/G   carry out D/P 

 

Comparison 

If, AD > DA … If, AD < DA … 

The J/G change 

the situation. 

J/G   carry  

out D/P. 

 

The J/G keep 

the situation. 

J/G   carry  

out D/P. 

 

 
Comparison 

The J/G change 

the situation. 

J/G   carry  

out D/P. 

 

The J/G keep 

the situation. 

J/G   carry  

out D/P. 

 

If, AD > DA … If, AD < DA … 


