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1, 初めに 

こんにちは。同志社大学 3 回生のけびんです。知らない人は覚えてね。JTK のレクチャー

依頼で何しようかと考えて、まぁ好きなコンパリやろうかと思います。ここに書いてある

こと、今から君たちが読むのは全部僕の考えなんで、納得できないならそれでいいです。 

納得できない理由も気になるんで、また議論しましょうｗｗｗちなみに黒の章って、わが

大学の偉大な先輩せっけんさん＆JP 氏のマニュアル参考にさせてもらってます。許可得て

ないです。すいませんｗ後、難易度も高いし、（まじで高いよ）特に関東の子みたいに関西

の 1 部以外の子とかには衝撃を不えてしまうかも知れません。何か色々責任取りません。

自分で合ってるか考えれる子が読んでください。 

 

今日の内容コンパリなんですけど、コンパリってどんな印象？自由で何でも話せる？一番

価値観交換できる場所？...無理やろｗｗｗ論理的にほとんどのアイデアが処理される激ハ

ードエリアに変わりありません。やっぱある程度セオリー詰まったら NFC、Sol とかも激

ハードエリアやしね。その中でもコンパリエリアは俺的に無双できるエリアとして結構好

きなんで今回書こうと思いました。 

 

俺が無双できると思う理由 

1)あんま行かんからみんなのプレパ量が少ない。 

2)NFC, Sol とかより idea 立論がまだできる余地がある。 

3)処理と立論を繰り返して take a plan のコンクルを自由自在に変えられる。 

4)Procedure もがっつり 1 人占めできる。 

 

そんな感じで書いていきます。ってわけでコンパリ極めましょう！！！ 

 

書いていく内容の目次的なの 

0、初めに 

1、コンパリですることは（基礎知識確認） 

2、３ impacts でする話-TG- 

3、3 impacts でする話-QT- 

4、3 impacts でする話-QL- 

5、2～4 のまとめ 

6、コンクル自由自在、プロシージャーの話も含む① 

7、コンクル自由自在、プロシージャーの話も含む② 

8、コンクル自由自在、プロシージャーの話も含む③ 

9、6～８の結論 

10、終わりにコメント 
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1、コンパリですることは（基礎知識確認） 

AD と DA を比べることですよね。当たり前。じゃあ、AAD とかはどうするの？AAD っ

てのは AD とは別の AD ね。それは後やろ。AAD とかコンパリ中に確認してたら、どんだ

けコンパリ時間かかんねん。これくらいはセオリー詰まっててね。 

 

AD ってなんなん？Harm を消した分ですよ。当たり前ですけど。じゃあ、今からするのは

基本 Harm を消した分と DA のコンパリですよ。Harm と DA を理由なく比べるのは違う

で。よくやってる子おるけど。でも、めっちゃ近いんですけどね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の話。どうやって比べます？3 impacts をよく使いますよね。じゃあ、それ中心で見て

いきましょう。でも、ちょっと余談ですけど、3 impacts じゃなくてもいいです。まぁま

ぁ。 

 

 

 

 

2、３ impacts でする話-TG- 

TG で何を話すかって言ったら AD の TG と DA の TG を比べて、どちらが大事かって話

ですよね。どちらを救うべきかでもいいです。 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでいける？ただの確認です。 

<Comparison> 

degree 

 

 

           VS 

 

     Harm       DA 

<Comparison> 

degree 

 

    ×AD 

      AD   VS 

 

    Harm         DA 

AD TG＞DA TG 

 

           ○A ＞ ×A 

 

AD TG= ○A 

DA TG= ×A 

「○A is more important than ×A.」or 

「the J/G should help ○A more than ×A.」

n 

2 つとも書いてることは同じ 

○A is more important than ×A. 

         ↓だから 

the J/G should help ○A more than ×A. 

＜コンパリですることの結論＞ 

1、AAD とかは後回し 

2、厳密には Harm じゃなく AD と DA のコンパリ 
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で、で？だから TG コンパリなんてできないんです。 

だって明らかに主張を成り立たせるために確実に「○A is more important than ×A.」

ってとこを確認しないといけないですけど、「○A is more important than ×A.」に対し

て「for whom?」って話です。例えば、「ドラえもんとのび太どっちが大事？」→「それ

は、のび太のおかんにとってはのび太やろうし、ドラミちゃんにとってはドラえもんの方

が大事やろ。」っていうことで「for whom?」によって基本的に議論が変わります。 

 

んで、「のび太のおかんにとってのび太が大切な理由は、のび太がおかんにとってかけがえ

のない存在で、いなかったら困るから。」→「これ、のび太のおかんの感情ちゃう？」救っ

たら、のび太のおかんも嬉しいし、救われんかったら、のび太のおかんも悲しいってこと

じゃないの？AAD、ADA やろ。TG すら違うしな。 

 

これ以外でただ理由なく言ってくる人もおるけど、そんなんは Examine 丌可で立たんしね。 

 

 

 

 

 

3、 3 impacts でする話-QT- 

次、QT の話します。QL はちょっと後回しにさせて。QT の方が分かりやすいから、簡単

な方からちゃっちゃと片付けようぜ。ってわけで QT で話すんのは「AD、DA どっちの

TG の数が多いかって話」やんな？ 

 

基本的に、いけると思うアイデアが１つあります。いけるかもなアイデアもさらに２つあ

ります。 

 

 

 

 

 

1、AD と DA 間に包含関係がある時 

 

 

 

 

 

＜TG コンパリでの結論＞ 

「結局 for whom にとっての AAD, ADA で大事とか言ってるって主張になる」 

→話せる idea はない 

 

＜QT コンパリでいけそう、いけるかもなアイデア（ほぼ結論）＞ 

1、AD と DA の TG 間に包含関係がある時 

2、Evi ガチガチの推量 

3、状況的推測、プレゼン次第 

 A 

B 

こういう図でなりたつ関係を包含関係

っていいます。詳しくは数学の集合、

部分集合とかでやったけど廃れた頭で

忘れてしまった…。気になる子は調べ

てくれ！ 
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厳密に defi とか Sol とが確認してこうなりたったのなら、これはいけるで。 

例えばっすね。トピック死刑の Seriousness で Will の概念一切なしに死刑で死ぬのが

Serious ってなって、その死刑で死ぬやつは終身刑受けて自殺するって DA 出たら 

 

 

                      って関係性になるかもしらん。 

                        

 

 

 

 

 

2、Evi ガチガチの推量 

まず、これのポイントとして「AD だけじゃなく DA の Evi もガチガチに持っといてくだ

さい。」じゃないと比べれないんで。後、個人的にこういうリサーチちゃんとされたアイデ

アは好きです。でも残念なんですけど、どんだけリサーチしても立論激ハードです。理由

として、Sol で確認できた、DA link で確認できたのはあくまで A/L/1 でそこの議論で変

わるからって理由と Evi の妥当性です。例えば、死刑で、現状の Evi で死刑囚１０６人、

被害者家族 600 人、国民調査より 80%が死刑賛成していることより 480 人の死刑被害

者がおるとする。で 480 人＞106 人とはならんのよ。あくまで確認できたのは A/L/1 で

106 人が死刑受けんか分からんし、480 人が Will ×change とか色々ややこしい話があ

るからな。後、こんだけ立論すんのに Evi3 つの信頼性と当てはまるか確認しないとダメで

カウンターEvi1 つでもあったら議論大分めんどいし、妥当性ってのは統計とか勉強してた

ら分かると思うんやけど、標本数とか調査法とか色々妥当か調べる項目があるんよ。それ

を満たしているかとかも厳密には必要やしね。 

 

3、状況的推測、プレゼン次第 

まぁ色々書いてたけど、ぶっちゃけ皆が納得すればそれで OK ってことで明らかに状況的

に推測できる時はいいと思います。ただし理由はしっかりしないと無理ですけど。例えば、

国民全員が受ける害、税金と QT がしょぼそうな害比べて No Evi で済むかもしれません。

他にも被害者の周りの友人、家族などと死刑囚比べて、「友人とかまで全員殺すイメージで

きない」と言ったら通るかも知れません。プレゼン力を磨いて論理で来る子にはスピーチ

でゴネてるようにさせて向こうに立証振りましょう。 

 

 

 

死刑で死んでたやつ 

自殺するやつ 

ちなみにこのアイデアは適当なの

で Sol, defi 詰めたら立たん気もす

るので絶対立つとは思わんでくれ。 

＜QT コンパリの結論＞ 

1、AD と DA の TG 間に包含関係がある時→いける余地あり。DA 次第。 

2、Evi ガチガチの推量→立論超ハード 

3、状況的推測、プレゼン次第→DA、パンツ次第、圧倒的オーソリあれば通る。 

ぱんつしだ 
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4、3 impacts でする話-QL- 

よし、3 impacts では最後の QL です。QL で話すのは「TG1 人当たりで見た時、どっち

の方が深刻な害を受けているか」ですよね。まぁ分かりやすいように M/S にすると、どっ

ちがえぐい M/S 受けてるかって話です。ここで QL の中でも 2 つの話に大別できるので説

明しておくと 

 

 

 

 

 

 

 

 

だと思います。これから単位時間あたりの害の大きさを Degree、受けている期間を Time 

flame って呼びます。QL はこれらから成り立ってるってまず分かるやん。1 つずつ見てい

きます。 

 

Time flame が分かりやすいので Time flame から。これに関しては、まぁいける可能性も

あります。Time flame で確認するべきなのは以下の 3 つです。 

 

 

 

 

 

んで、これらから論理的に比べれる時は大丈夫です。まぁ Will 変化する可能性ほぼあるし、

害いつ受け終わるかわからんから超ハードやけど。 

 

次、degree に関してです。degree に関して、まず最初に言っとくと立論激ハードです。

だって冷静に考えてみたら単位時間当たりの M/S の大きさなんか比べれるの？先生が罰受

けて嫌な気持ちと生徒がしばかれて嫌な気持ちの単位時間あたり、もっと分かりやすく言

うと 1 秒あたりの大きさを比べて論理的に優劣つけれるの？TG が同じ人で、仮に受ける

ならこっちの方が嫌です。的な Evi なかったら無理ちゃう？って考えにまず至ります。 

 

って思うんですけど、いけそうな気もします。あくまで Dis の確認方法が imagine で OK

なので、テーブルメンバーを確かにと思わすことができれば、それで OK です。 

 

＜M/S の大きさ＞ 

単位時間当たりの害の大きさ 

 

 

 

 

           受けている期間 

     QL 

＜Time flame で確認するべきポイント＞ 

1、害受け始めた点 

2、害受け終わった点 

3、中で Will が変化するかどうか、変化する可能性 
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例えば、V/H ちっくな話 

 

 

 

 

 

 

 

みたいなロジックが出てきたとして、普通は、害を避けられるか避けられないか害の大き

さに関係なさそうです。っていうかこのくらいのロジックすぐ斬れないとあかんよ。 

 

でも、立論する方が 

 

                       嫌でも避けれない 

 

 

 

 

 

      嫌さが少なければ避けない 

だから Total で、右の方が Serious と。自分の有利な 1 側面だけを取り出して、それのみ

に絞って話せば 1 つの観点で優劣がつくかもしれません。っていうか、霞掛けで斬られる

論点を伏せて相手が３分以内に論破方法思い付かなければ OK です。一瞬で斬り方思い付

きます？これ。 

 

確かに論理的には成り立ってません。斬れる論点いっぱいありそうやけど、１つだけ紹介

しとくわ。 

 

 

 

 

 

 

 

やったらどうする？勝手に一緒みたいに書いたけど、そんな前提全くないです。 

まぁ論理でねじ伏せろ。と思います。 

AD＞DA (degree) 

 

       避けられない方が Serious 

 

AD：害を避けられない TG 

DA：害を避けられる TG 

＜AD＞DA＞ 

degree    そんなに嫌なら避ける 

 

 

 

  can avoid        can’t avoid 

＜AD＞DA＞ 

degree    避け出すライン 

 

 

 

  can avoid        can’t avoid 
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5、2～4 のまとめ 

つまり俺的にコンパリは 

 

 

 

 

 

 

 

あれ？ 

 

 

 

 

 

 

NFC, Sol とかより idea 立論まだできる余地がある。 

→？？？なくね？？？ 

 

※あくまで俺の中でなんですけど、NFC, Sol 等でメインオピニオンのアーギュとして論理

的に立論できるのは 0 です。0 よりはあるってことです。 

 

じゃ次、「3)処理と立論を繰り返して take a plan のコンクルを自由自在に変えられる。」

「4)Procedure もがっつり 1 人占めできる。」ってところ話します。 

 

 

 

 

＜QL での結論＞ 

１、Time flame は AD、DA 次第で可能性あり 

２、degree は立論激ハード 

ハンドリングスキル、オーソリがあればねじ込めるアイデアもあるが、

考え付くこと自体、論理力と発想力がかなり要り超ハード。 

＜3 impacts まとめ＞ 

１、TG コンパリ丌可能 

２、QL は Time flame 余地あり 

  Degree は激ハード 

３、QT は激ハード 

  包含なんて出す奴おらん、Evi 無理 

俺が無双できると思う理由 

1)あんま行かんからみんなのプレパ量が少ない。 

2)NFC, Sol とかより idea 立論がまだできる余地がある。 

3)処理と立論を繰り返して take a plan のコンクルを自由自在に変えられる。 

4)Procedure もがっつり 1 人占めできる。 
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6、コンクル自由自在、プロシージャーの話も含む① 

さっきの議論よりほぼアイデア成り立たんとオフセットなのに何でコンクル自由自在な

の？と普通の人は思うでしょう。それは AAD の存在です。AAD とか後やろ。って一番初

めに触れましたけどそれは、それを確認しまくってたら確認するのに時間めっちゃかかっ

てコンパリ終わらず結論得れないからです。じゃ、時間かからんかったら？もう確認でき

てたら？ってところで AAD が確認できるようなコンセを DA までに取っておいてコンパ

リ操作すればいいです。DA 終わった瞬間に 

 

 

 

 

 

 

 

で 2 を薦めて終わり。じゃあ、速攻オフセット＋AD で take a plan なるし。 

ゴネられたら別に 1 でもいいです。どうせ、処理立論ハンドれるし、（ってくらいプレパし

てくれ）終わった瞬間、AD=DA→オフセット＋AAD で take a plan ってコンクル打てる

し。 

 

ここで重要なのは、じゃどうやってコンセ得るかです。普通に Dis やっててもまずコンセ

なんか得れません。妥協とかもあんま好きじゃないんで。もうハンドリングの域（大分前

からいってますけど）なんで結論だけ書いてここは終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

7、コンクル自由自在、プロシージャーの話も含む② 

俺がパンツの時、DA プレなるまでテーブルハンドって、コンパリへ GO。あれ？でも時間

残り 5 分しかないぜ。俺、DA プレやからスタンス的に AD＞DA 出すわけにもいかんし、

いくら俺が処理慣れしてても処理に 5 分は最低かかるやろ。じゃ、向こうも AD＞DA つあ

るやろうしコンクル得れんし厳しいな。俺、家で DA＞AD でガチでいけそうなアイデア考

えて持ってるから出したいし。どうしよ。なんてこと考えてました。 

 

＜DA 終わった瞬間の状況＞ 

Clear: 1、AD（死刑で死刑囚死なん） 

    2、DA（被害者家族 S/M） 

       3、AAD（被害者家族×S/M） 

Unclear: Procedure 

1, AD VS DA  2, AAD VS DA 

＜コンセ取る方法＞ 

1、アーギュ立論でなく斬られる時に斬った点がコンセとして残る。 

2、AD 得るために絶対必要な流れに自分の欲しい点を入れ込む 
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さっき、QT で包含 AD＞DA になるような DA 出してくる奴なんてまずおらん。コンパリ

で負けるもの。みたいな感じで書きましたけどあえてこういう風に T/flame なりなんなり

で AD＞DA が立つ奴は別に DA プレとかパンツにとっても丌利じゃないです。 

 

DA プレになって速攻で AD＞DA は T/flame から仕方ない。けど×take a plan やと思

う。ってスピーチモードに入りましょう。1 つ AD＞DA が成り立てば次にすべきは他の

AD＞DA のアイデアではなくＤＡ＞ＡＤのアイデアです。Necessity 的にね。んで、こう

することで向こうのＡＤ＞ＤＡのアイデアを封じてＤＡ＞ＡＤ話せる形となります。ＤＡ

＞ＡＤ話せる時少ないからいいと思う。んでこれ速攻立論して、本来はＡＤ＞ＤＡのアイ

デア集めに戻らないといけないんですけど、ここで時間使い切ったら、残り 1 分でそっか

らアイデア出してくる奴なんかおらんやろ。おってもＫＹ。って思ってましたｗｗｗまぁ

そんな感じです。 

 

8、コンクル自由自在、プロシージャーの話も含む③ 

コンパリ後何するかです。Spike？？AAD&ADA?? 

こういうのも Spike＞AAD とか逆とかの理由つけたらそう持っていけるんでいいよ。この

理由甘かったら返されるし。自分の Spike＞相手のとか。それと何でもかんでも Spike う

ったら済むと思わんでな。Spike してもきっちり DA 出るから。 

 

9、6～８の結論 

 

 

 

 

 

 

10、終わりにコメント 

結構しんどくて最後量減ってもた！ある程度参考にはなると思うけど、まるまるパクるだ

けやったら理解もせずこのやり方ばっかする奴になって害になるしなー。と思って出すか

迷ったけど、判断能力くらいあるやろ。ってわけで信じます。これを参考に Dis 力あげて

欲しいってのを忘れんでくれ。もしパクって終わるかもしれん子は、二度とこのマニュア

ルを見ないことで大丈夫！1 回見ただけじゃ多分理解できんか忘れるからｗｗｗ関西遠征

とかも近いし、KESSA とかでこういうレベルの話できる子がおったらええなー。なんて

思いながら今回は終わらせてもらいます。こんなん考えれるようにしてくださった同志社

の先輩方ありがとうございました。質問あったら↓に。 

Skype: natsugogo2, Mail address: bii0072@yahoo.co.jp 

＜コンクル操作＆プロシまとめ＞ 

1、AAD はコンクル操作上便利なので AAD のコンセできる限り得ること 

2、AD＞DA 立ったら立ったで DA 側もおいしいので自分からすること 

3、S の RSN はガチガチに。なんとなくじゃあハンドれない。 


