
～we argue for you!～ 

 

 

はじめに＊＊ 

 

 

みなさんは、ディス中自分の意見を話していますか？ 

 Q や C、情報の共有だけで終わっていませんか？自分の意見を持ち、それを全員に示し共

感してもらえることが、できたら楽しいって思いませんか？ 

 

意見を言っても、ちゃんと相手に納得してもらってますか？ 

プレゼン、伝わってますか？ 

誰かの真似じゃなくて、自分の本当に言いたいこと言ってますか？ 

 

ディスカッション、楽しんでますか？ 

 

私たちから、現在のみなさんの argumentについての改善点を投げかけたいと思います。 

We argue for YOU! 

 

・・・・・みんながアーギュを通じて、もっとディスを楽しんでくれますように！ 

 

 

＊ Presented by 関西学院大学 Discussion Section KING 

＊ 片山 智宏(the President of K.G.E.S.S.)＆畑 美希(Chief) 

 

 

構成： 

 

１．What is argument? 

２．What’s consist argument? 

３．Kinds of argument 

 

 

 



１． What is argument？ 

 

＊片山＊ 

argument ってなんでしょーか？ 

ソルカット？DA？NFC？んー半分正解、半分ハズレ。 

では質問を変えましょう。PDD における argument の意義って何でしょう？？言い換えれ

ば、何のために argumentn なんかしてるの？ってことです。 

言うまでもなく、僕らはよりよい政策を結論として導くために Discussion しています。オ

ピメ決めて、examine して…。 

では、Discussion においてもし何の argument もなければその「良い政策」ってのはどう

なるでしょうか？ 

もちろんオピメの Plan がその「良い政策」になりますよね。 

でも、本当にそうでしょうか？？ 

もし何の議論もないまま作られた Policy なんか施行したら即解散総選挙ですよ。 

本当にそのPlanでより良い日本は作れるのか？問題を解決できるのか？弊害は起こらない

か？もっと良い政策はないか？ 

ソルカット、DA、NFC。これらは全てそれらを考え、より確からしい政策を導くための材

料になる「Argument」です。 

 

＊はた＊ 

Argument＝名：人との間の事実・論理に基づく議論・主張 

アーギュとは、ある物事に対しての反論や賛同のこと。ポイントは２つ！ 

① 人に（自分の意見に納得して欲しくて）出す意見 

② 事実・論理に基づくもの 

 

アーギュってこわいイメージありますか？嫌なものでしょうか？ 

Disにおけるアーギュは、相手の意見を否定することではありません。もっとよりよいもの

を作ろうよ！と suggestionする為の理由としての、否定だと私は思います。 

そして、目的は、相手に納得してもらうということ。 

 

只意見を述べるんじゃない、より、相手に賛成してもらえる形で自分の主張をしあうのが

argueなんです。 

 

 

 



２． What’s consist argument? 

アーギュに必要な要素を４つに分けて説明していきます☆  ＜１，３片山、２,４畑＞ 

 

１. Idea 

とにもかくにも必要になるのが idea です。Discussion っぽく言えば、立論、反論となる

idea です。そしてそれが「論」である以上、2 つの要素が必要になってきます。１つめが

「主張」、２つめが「理由」です。 

 

まず、「僕はこう思う！」って主張、いわゆる CCF の１つ目の C に当たる部分が必要に

なります。「僕はこの状況は Serious だと思う。」や、「この Plan をとっても AD は得られ

ないと思う。」や、「僕は死刑囚は助けるべきではないと思う。」などです。後に述べる「理

由」が重視されがちで、あまり焦点を当てられない「主張」の部分ですが、議論がかみ合

うかどうかを一番左右するのはここなので、しっかりと CCF できるようにしましょう。 

 

そして２つめに「どうしてそう考えたのか」の部分に当たる「理由」が大切になってき

ます。argument って言うのは、一言で言えばこの「理由」の確からしさをぶつけ合うもの

です。そしてその理由を構成する要素がおなじみ「Data」と「Warrant」です。前者は「そ

の主張をサポートする客観的な事実、または既に確認が取れている事象(コンセンサス)」、

後者は「それを主張につなげる論拠」です。理由をこの２つに分けることでより議論がし

やすくなるわけです。 

 

また、理由(Logic)を検証する際は、Data に反論することは出来ません。事実やコンセン

サスを否定するのは不可能なので。もし Data に反論が思い浮かぶようなら、それはおそら

く Data ではなく、別の事実を基にした Claim であると思われます。なので argument を

するコツとしては、相手の idea を Claim-Data-Warrant に分解できるようになり、Warrant

に反論するようにしましょう。 

【例】C)We can’t take the plan. 

 

 

        (   W)日本政府は国民の多数派が反対している政策は取れない 

 

(D)・2004 年度の朝日新聞のデータによると、国民の 60％が死刑廃止に反対である。 

    ・オピメの Plan は死刑廃止である。 

※Data は事実なので反論することは不可能ですが、warrant は突っ込みどころありまくり

ですね。 



２．proceeding（議事進行法） 

アーギュの際は、主張+論理のアイデアを出すことも大事だけど、どうやって examineし

ていくか？方法を提示することも必要です。アイデアがあってもその結論が不明だったら、

たくさんの説明の中の、どこに賛成したらいいかわからなかったら……？（´｀） agree

できませんよね。 

 

procedure 

①talking point（論点）全員の賛成を必要とするポイント 

②アーギュが立った後の結論（例：solの all cutが立てば not take plan） 

この 2点と、 

③ T/Pと結論の繋がり（なぜ t/pに賛成したら結論を得れるか） 

この３点を示すことが、皆の理解と納得を促すのです♪ 

 

例：＜topic:死刑：ソルでのオールカット/死刑廃止しても criminal死ぬよ！＞ 

Criminal die by violence of officer 

 

        No difference between 

        Evi’s situation and APA 

 

evi: criminal die by officer 

 

＊ Procedure 

① このアーギュで得たい結論を CCFします。プラス、理由。 

最初に大まかなアウトラインを描くことで、アイデアの全体を捉えてもらいましょう。 

My opinion is we cannot confirm Advantage at all. 

That’s because, even we abolish the system of death penalty, criminal die. 

 

②T/Pを設置する。 

Then,in order to examine this idea, I want to set up the procedure. 

In this argument, there are 2 talking points. 

1st: whether there is a evidence or not. 

2nd: whether there is no changing point between evidence and after plan. 

 

③アーギュメントのゴールと、それがディスにどのような結論をもたらすかを述べる。 

If we can confirm 2 point, I think we can say criminal die by officer’s violence. 

Then, we cannot confirm AD, it mean we will not take plan. 



④ 最後に、procedureを統一する！ 

もしかして、他の人はあなたのアーギュにもっと talking point あるよ！って思ってるか

もしれません。なので、examineに入る前に T/Pとゴールについてのコンセが必要ですよね。 

Everyone, could you got it my idea?  

Firstly, I will welcome your question concerning my idea. Next, let us gather  

talking points again. When everyone agree the talking point and procedure, let’s 

examine one by one! ⇒TPとゴールについて統一見解が得られたら、examineスタート！ 

 

ここで、忘れちゃいけないのが proceedingのチャートとゴールのチャートです。 

よって、アーギュのプレゼンには最低３枚チャートがあれば smooth！また、１と３を同時

に出すことでミクロなゴール（アーギュ自体の結論）とマクロなゴール（アーギュによっ

て導かれるディスでの結論）が示せるよね★ 

 

１．アーギュのロジックのチャート 

 

Solution all cut 

Criminal die by violence of officer 

 

        No difference between 

        Evi’s situation and APA 

 

evi: criminal die by officer 

 

２．プロシージャーを示すチャート 

Procedure 

1. welcome Q concerning claim, data, warrant 

2. gather T/P⇒decide procedure 

3. examine one by one 

３．ゴールを示すチャート 

 

goal of this argue 

・agree⇒all cut＝not take plan 

・disagree⇒○AD⇒go to DA area 

 

☺Chart：混乱を防いで examineできるように、procedureにも必ず chartを♪ 



３．Presentation 

 

せっかくの Idea, procedure も相手に伝わらなければ「議論」にはなりません。そこで必

要になってくる要素、それが presentation です。Presentation を「相手に自分の考えをわ

かりやすく、簡潔に伝える skill」と定義することで以下のものが必要とされます。 

 

a. English 

 もちろん英語で自分の考えを伝えるわけですから、当然必要になってくるのが英語力で

す。発音、文法、語彙力…。 

b. Order 

 次に、わかりやすく伝えるためのテクニックです。よく言われるのが NLC, CCF などで

す。このようにわかりやすく伝えるためにはその idea を構成する要素を伝える順番を意識

することが必要になってきます。 

c. Example 

Idea を構成する一つの要素として、是非意識してほしいのが「Example」です。定義も

完璧にして、ロジックも通ってるのにイマイチ伝わらない…そういった経験ありません

か？それもそのはず、人には「理屈じゃわかっているけどイマイチ想像できない」って時

があるんです。そんな取っ掛かりを見事に解消してくれるのが Example。Divide Q などで

新しい situation を提示する時など、頻繁に Example を使うようにしましょう。 

d. Verbal delivery 

Intonation, Volume, Quality of voice…自分の idea を効果的に伝えるための技法です。

詳しくはスピセクに聞いてください。Presentation の中で意外に忘れられがちだけど、最

近僕が重要だと考えるテクニックです。 

e. Non verbal delivery 

Gesture, Smile, eye contact, posture, sincerity…。詳しくはスピ (略 )。同じく

Communication の基本的な部分であり、絶対に忘れてほしくない部分です。 

 

他にも色んなテクニックがありますが、重要なのは相手に自分の主張を 100%伝えるって

ことを念頭に置いたプレゼンを行ってほしい、ということです。 

 

4. authority 

 

誰かがアーギュをしている時、「正しそうなのになぜか賛成できない」、「論理的な意見な

のになんとなく嫌だ」、そんな事を感じたことはありませんか？ 

論理的なアイデアでも、Englishでもない、なにかがたりない・・・・ 

そう、それはオーソリティ。 



 

ディス中でいうオーソリは、権威とか威厳って意味ではありません。 

テーブルの全員から得られる信頼です。笑顔で、人の話を聞いていて、インタミ盛り上げ

てくれて英語も上手なひと・・・みんな、そんな人についていきたいって思いますよね。

アーギュもしかり。皆にいかに納得してもらえるか？がキーポイントなら、皆が自分につ

いてきてくれるように信頼を得ることが大事なんです。アイコンタクト、smile、英語、傾

聴の姿勢・・・信頼をいかに築くか、に着目してみて下さい☆テーブル内でのオーソリを

獲得していったら、自分の議論にもっと皆を巻き込めますよ！ 

 

３．Kinds of argument １～４：片山、５、６：畑 

① Seriousness 

みんなもおなじみ、Seriousness でのアーギュです。助けるべき TG がどのようなものな

のかを理由におき、それらを”I don’t think the situation is serious for TG”という Claim に

つなげましょう。種類は２つあって、相手の Logic の warrant に反論する Direct objection

（Infringement of will is not serious、Life is not important など）, 自分で Logic を立て

反論する Indirect Objection です。 

例：死刑囚は死刑になるの分かっていて罪を犯したんだから serious じゃねーよ！ 

 

② NFC (Necessity for change) 

Seriousness での argument と似ていますが、①がその Harm の深刻性を否定するのに

対し、これは「Serious だからと行って日本政府は助けなくても良い」といった類の

argument です。その人によって Claim が”J/G shouldn’t touch/help/change～”のように変

化するのが特徴ですが、概念としては上に挙げたような感じです。TG が置かれている状況、

その問題の特徴、日本政府のすべきことなどを理由にして立論します。個人的に一番好き

な Argument です。笑 

例：この問題はいずれ解決されるから日本政府はわざわざ助けなくてもいーよ。 

 

③ Practicability cut(feasibility cut)（片山） 

Solution で話すべきことは２つあるんですが、第一の論点が practicability, 実行可能性

です。その Plan を実行することができるかどうかって話ですね。だってそもそもどんなに

良い Plan でも実行できなかったら「絵に描いたモチ」ですもんね。重要な Point は、「で

きるかどうか」であり、「すべきかどうか」ではありません。その反論の述部が「すべきで

はない」であったとき、それは P/C ではなく、おそらく DA の Idea になるはずです。 

例：日本政府そんな officer 雇う金あるの？そんなマッスィーン作れるの？など。 

 



④ Workability cut（片山） 

最も話されるであろう論点、それが「実効可能性」、Workability です。その Plan が問題

を解決できるかどうか、AD を導けるかどうかの論点です。また、Plan はその問題が起こ

っている原因を解決するものなので、必然的に反論の論点は「原因を解決できるかどうか」

になってきます。この Argument の種類には「All Cut」と「Partial Cut」が存在します。

前者は「AD は全くない」と主張するもの、後者は「AD は部分的にしかない」と主張する

ものです。方法としては自分で立論していくもの、相手に立証させる２通りがあります。 

例：監視カメラは抑止力になりえない、など。 

 

【例】 

Plan  

 

                                                               Practicability 

        J/G has a power to amend the law                       

 

The J/G will abolish the D/P and introduce new life imprisonment. 

 

 

        One can’t carry out what doesn’t exist. 

 

An executioner will not carry out the death penalty.        Workability 

 

 

        The cause of M/S is only the execution. 

 

The executioner will not suffer mentally. 

 

 

☆ 普段は 2nd linkage から話していますが、実はもう一つ上の論点があるわけです。 

 

⑤DAへの argument 

DAの中には、 

＊No linkage：planがあってもそんな DA起こらないよ。 

＊No serious(impact)：シリアスじゃないから DAと呼べない！b/cボラハ、など。 

＊No unique：既に現状で起こってる、または現状と状況が変わらない 

というおよそ３種類のアーギュメントがあります。（前回の復習★） 

 



DA エリアの argue、そのままアイデアがコンパリに直結するので、オピメさんは特にプ

レパのしがいがあるエリアだと思います。１topic に出てくる DA って限られてると思いま

せんか？反論したら即 take planへ持っていけるかもしれません。 

 

DAアーギュのプレパ方法＊ 

① DAのリンク、seriousnessをまず自分で立ててみる  

②それに対する反論をブレスト  

③ロジックに直す、eviを集める、プレゼン（ideaを伝える、procedureをひく）べた書き 

 

 

＊ ちなみに私は、title教育問題のとき、DA反論を全てプレパして、オピメでコンクルを

とりまくっていました☆笑 オピメさんはぜひぜひ考えてみてね。 

 

もちろん、パンツの人も、自分のアイデア以外の DAに反論⇒自分の一番話したい論点（DA）

へ話を持っていくためにも、アーギュは大事ですよね。やっぱり３時間のディスで話せる

論点は限られているもの。じゃあ、自分が一番深刻だと思う DAを話したくありませんか？ 

そのための、カット、アーギュメント、をプレパしましょう。あと、オピメサポート！っ

てスタンスの人がいるけど、ただ agree してるだけじゃつまらないよ～。サポートなら、

全ての DAに反論して絶対に take planに持ってける位プレパしましょう！(*´д｀)ノ 

 

 

⑤ Comparison 

部分強化でもやったように、AD（harm）と DAを比べるためのアーギュ。 

コンパリのアーギュでポイントかなーって思うのは＊論点を絞ること＊です。 

ボラハの人は助けない、苦痛と死だったら死の方が深刻、人数をエビで確認する・… 

沢山論点があれば、一つひとつの examineは時間がない分浅いものになりますよね？ 

一番自分が話したい部分（自分が大事にしている価値観）に論点を集約して、そこで皆の

価値観を交換していくのも、ディスの醍醐味だなって私は思います。 

 

たとえば・・・・・・・ 

私の価値観：自尊心（self-esteem、self respect）が、人間が社会で生きていく中で一番

大事なものだと思う。だから、自尊心についての皆の意見を聞きたい！ 

 

例：トピック体罰： 

AD:生徒が先生から体罰を受けて M/S 

DAを出す⇒体罰をしなくなった先生を軽視して生徒が暴力/先生 M/S 



 

自分の idea：DA>AD(self respect) 

DA>AD and why not make spike plan to respect teacher ’s pride 

 

 

       W2)自尊心は人が生きていくうえで大切だ(J/G が考える criteria になる) 

       ⇒自らの行動に自信を持つことが出来るから 

  

Data:自尊心傷つけられる方の M/S は DA>AD（納得できない） 

           

  

        W1)優れている人に殴られることは理由を探す             

       納得の材料を見つける事ができる、尊厳を守ることができる          

  

AD:目上から目下（violate from superior to inferior） 

DA:目下から目上(from junior to senior) 

＊目上の人：自分より優れているという認識（年齢、経験、体力） 

 

＊ こんなコンパリを考えて出す！そして、ワラント２でみんなの意見を聞く☺ 

 

コンパリは特に自分のしたい話が出来るとっても魅力的な場所です。 

トピックへの知識、誰かの考え、本・友達の意見.．．．いろんな情報を得た上で、自分の意

見を上乗せしていく。みんなが納得・共感してくれる瞬間ってとっても嬉しいですよ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 


