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１、はじめに 

DIS 界には現時点で３つのフォーマットが存在します。1 つ目は、problem solvency 

format ２つ目はこれから僕が紹介する comparative advantage format  そして３つ目

は goal criteria format です。３つは今までの先輩方が築き上げてきた結晶だと思います。

だけど、かなり多くの人はそれぞれのフォーマットの違いを完全には理解していません。

もちろん俺自身も完全に理解などはしていません。ですが、僕が DIS 界にいる間に「プロ

ソルですべてのトピックは話せる」という声を聞いたことがあります。本当にそうでしょ

うか？俺はそうは思いません。本当に何も違いがないのならば３つのフォーマットは１つ

を残し消滅していたのではないかと思うからです。 

今回のこのレクチャーでは、なぜオブザべというフォーマットが絶滅しなかったのかと

いうことを突き止めたいと思います。つまり、オブザべの他のフォーマットとのユニーク

ネスを見つけ出します。オブザべとの比較によってプロソル等の他のフォーマットのエリ

アタスクなどが明確になります。 

また、このレクチャーを通して俺がどうしても伝えたいことをまず最初に紹介します。 

（１）フォーマットなんてものは、議論をするためのたかが方法 

（２）このレクチャーは続きを優秀な後輩に託すための「襷」 

 

（１）フォーマットなんてものは、議論をするためのたかが方法 

フォーマットだけに限らず、プロシージャーやエリアタスクなどは議論をするためのたか

が方法に過ぎません。ディスカッションでは自分が話したいことを話さなければなりませ

ん。だから、フォーマット等に惑わされるのではなく、自分がフォーマット等で遊べるよ

うにならなければなりません。 

 

（２）このレクチャーは続きを優秀な後輩に託すための「襷」 

俺は、こんなレクチャーごとき１年後２年後にさらさらと叩き潰してほしい。今回オブザ

べのレクチャーをしようと思った動機は、DIS 界の発展を強く望むからです。俺には越え

られなかった壁を後輩たちに託したいという気持ちで書いています。 
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２、オブザべって何？ 

それではまず、オブザべの基本的な考え方をプロソルとの違いを踏まえて示します。 

 

 

〈プロソル〉                〈オブザべ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロソルでは、現状で起きているマイナスな要素を解明して、マイナスを消せる、または

減少させられるような PLANを考えます。 

オブザべには、マイナスな要素の解明は必要ありません。ただし、現状よりも PLAN 後の

方が状況が良くなっているという証明の必要性があります。 

 

ここで一つの疑問が湧きます。 

疑問１、基準線をずらせばプロソルの内容をオブザべで、オブザべの内容をプロソルでで

きるのではないか？ 

 

基準線をずらすとは次のようなことを言います。 

 

〈プロソル A〉                〈プロソル B〉 

 

 

 

 

 

 

〈プロソル A〉ではマイナスな要素を検証しているのに対し、〈プロソル B〉ではマイナス

な要素を“無視して”オブザべっぽく議論しようとしています。 
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〈オブザべ A〉                〈オブザべ B〉 

 

 

 

 

 

 

こちらのケースでは、〈オブザべ A〉が偽りのオブザべであることがわかると思います。 

 

マイナスの要素の無視がオブザべとプロソルの違いを隠してしまっているのです。 

 

それでは、オブザべで取り扱われるべき議論とはどのようなものなのでしょうか？ 

 

 

 

この２つがオブザベをオブザベたらしめると考えています。 

 

①Want to ～という気持ち 

これがどうしても必要になる理由は後ほど詳しく述べますが、そんなに難しいことではあ

りません。PLAN 後の状況の方が良くなっていないと困るので、want to ～といった気持

が必要になります。俺はWant to ～がわかりにくかった。ですので、hopeとか wishなど

という単語に置き換えていました。肝心なことは、T/Gになる人の希望がわかればいいので

はないかと思います。 

 

 

 

 

 

②Seriousness の検証が不可能な場合 

T/G に“希望”があったとしても、同時に T/G が Seriousness を感じているのであればそ

の議論はプロソルで話すことをお勧めします。理由は、多くの人がプロソルになれている

分だけ議論が行いやすいからです。 

 

例）資産３兆円の大富豪がさらに資産を増やしたいと思っている場合 

  ものすっごい美人がエステに通い続ける場合 

 

＊×want to ～を取り扱えない理由 

①Want to ～という気持ち 

②Seriousness の検証が不可能な場合 
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３、Structure, Procedure  

（１）Structure  

プロソル同様、２つの SIDEがあります。１つ目を Observation Side 2つ目を Plan Side

とよびます。Observation Sideで確認した事象を Plan Sideで検証します。 

 

（２）Procedure  

〈 Observation Side〉 

Observation Sideでは５つのステップがあります。（俺は Observation Sideには１つのセ

ンテンスしかないため、エリアはないものとして考えています。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

1st step と 2nd stepは通常通り、何よりも先に vague wordの定義づけをします。曖昧な言

葉は議論の妨げでしかありません。 

 

～Necessary Information～ 

Necessary Informationとは、議論に必要不可欠なものです。では、何の議論にかとだれに

とって必要不可欠なのかを示します。 

・何の議論に必要不可欠か 

①Mandateが本当に Advantageを成り立たせるために必要不可欠な情報 

プロソル（いつも使っているフォーマット）では、Cause Problem Harmを解明すること

で PLAN サイドを導きます。P-H、C-P のそれぞれのリンクが通っているために Solution

は比較的立ちやすい。しかし、オブザベには Seriousness がなく、そのために Harm もあ

りません。そもそもの Problem自体もありません。なのでプロソルの A.S.Q.sideで必ずし

ていたリンケージの確認ができません。そーすると Mandate が本当に Advantage を導く

かどうかは明確ではなくなってしまう。それを防ぐために Evidenceやコンセンサスを使っ

て Mandate が本当に Advantage を導くことを Plan side で検証するのですが、その時の

Strategyとして Necessary Informationとして Plan sideで示しておきます。 

 

 

～Observation Sideの Procedure～ 

１、Vague word の説明 

２、Vague wordに対する質問 

３、Necessary Informationの説明 

４、Necessary Informationに対する質問 

５、Observation Sideへの質問 
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②AD＞DAのために必要不可欠な情報 

俺の中の Necessary information の定義は、オピメとしてのストラテを張る場所ですので

コンパリの時にオピメが有利に立ちまわれるように、事前にコンパリのストラテもはって

いました。 

・だれにとっての Necessary informationなのか 

オピメにとってです。①＆②から、何の議論に必要なのかがわかっていただけると思いま

す。それはどちらもオピメにとって必要なものでした。 

よってオピメは、Necessary informationを話す necessityつまりマクロな見方での議論の

進行が要求されることになります。 

 

～Observation Sideへの質問～ 

このステップは、100％パンツのためのステップだと考えています。つまり、ストラテ張り

放題！！ということになります。 

 

〈注意事項〉 

Vague word の定義づけをしている時、または vague word の質問を受け付けている時に

Necessary informationで示したかった話が出てきてしまうことがあり得ます。そんな時は

ステップに拘らないことが大切だと思います。ただし、ステップに拘らないということは

ステップを無視するのとは違います。 

 

〈Plan side〉 

Plan sideには８つのエリアがあります。各エリアでのステップの説明は省略させていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～Plan sideの Procedure～ 

１、Direction                     

２、Mandate                    

３、Advantage                   

４、Significance                 

５、Linkage From Mandate to Advantage           

６、Reconfirmation of Advantage           

７、Disadvantage                  

８、Comparison                  

９、Conclusion                   
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～Significanceって？～ 

Seriousnessと逆、と考えるとわかりやすいかと思います。SeriousnessではHarmがなぜ

Seriousなのかを話します。マイナスの証明をしているわけです。逆にオブザベではマイナ

スの証明が必要ないだけに、現状よりも PLAN 後の方が状況が良くなっているという証明

の必要性があります。俺は、オブザベをする上でこのエリアが１番難しく面白いエリアだ

と思います。Significance は Seriousness 同様、ロジックによって証明されるわけですが、

ワラントの証明がとても難しい。理由は、何もない所に起きるであろうプラスが

Significanceであることを述べなければならないからです。 

俺が思うワラントの証明の仕方は全部で 3つあります。 

①respecting their will is Significant 

②avoiding future harm is Significant 

③コンセンサス is Significant 
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②や③を話すときに、“This situation is significant for J/G”となってしまうことがあり

ます。それでも、大丈夫な場合というのは確かに存在します。どのような場合かというと、

テーブル全員が“respecting ○○’s will is significant”（T/Gではなく○○と書いたのは、

T/Gが J/Gや JAPANになることもあるが、その時は国民全員や不特定な国民にとってThis 

situation is significantであるとみなせる場合があるため）という理解が一致しているとき

です。よって、どんなロジックを使っていたとしても“respecting their will is Significant”

に集約されると思います。 

 

～Linkage From Mandate to Advantage って？～ 

Mandate が本当に Advantage を導くかどうかを検証するエリアです。プロソルでの

Solutionです。ただし、オブザベは Problemを解決するわけではないので、“Solution”と

いう単語が俺にはしっくりこなかったので、“Linkage”という word choice をしました。

Word choiceにこだわらず、コンフュージョンを招かないのであれば、Solutionという単語

を使っても問題はないかと思います。 

 

～Significanceと Linkage From Mandate to Advantage はどちらが先？～ 

Plan sideには２通りの Procedureがあります。 

①Significance ⇒ Linkage From Mandate to Advantage 

②Linkage From Mandate to Advantage ⇒Significance 

 

①の場合、立証されるかどうかわからない AD の重要性を議論する理由がわからないとい

うデメリットがあるにしても、AD の重要性がわかっているだけに Linkage の議論は行い

やすくなります。 

②の場合、Significance を検証する理由は Linkage が証明されているだけに明確ではある

ものの、Goalが曖昧なまま Linkageを検証しなくてはなりません。 

 

というわけで、俺は中間をとりました。どういうことかというと、Linkage 検証前に

Significance のロジックを見せ（検証はしない）、Linkage が立証された後にあらためて

Significance のロジックを検証するという方法をとりました。このプロシージャーでは、

Significance を検証するときに、それを検証する理由は Linkage が立証されているからあ

りますし、検証はしないものの Significance を示してあるのでパンツ全員の理解がやや一

致しているために Linkageの検証はやりやすいかと思います。 
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４、オブザベでの N.F.C. 

Necessity for change、現状を変える必要性。これに対する、プロソルでの定義は“次の Plan 

side を議論するための動機づけ”というニュアンスだと思います。それではオブザベでは

どうなのでしょうか。N.F.C.と×N.F.C.を出せるタイミングを探る上で以下の 3つに可能性

があると思います。 

（１）Plan sideに入る前 

俺はPlan sideに入る前にはN.F.C.の検証も×N.F.C.の検証も不可能だと思います。理由は、

現状を変える必要性を言うための要素が何もないからです。Observation side では、ただ

現状を観察しただけ。さらに観察したものは、Plan後の Better situationを確かめるため

の“基準線”でしかないからです。よって、ここから言えることは、オブザベってものは

そもそも、Plan を検証することを前提として存在するフォーマットであるといえると思い

ます。 

 

（２）Mandate後 

N.F.C.は言えないが、パンツが×N.F.C.を出す余地はある。具体的には、オピメが提案する

Mandate は既に現状である。つまり、オピメの Mandate にはユニークネスがない、とい

った×N.F.C.は出せるかと思います。ただし、同じ議論を Linkage from Mandate to 

Advantageでもできるためにお勧めはしません。 

 

（３）Significance後 

ここです。T/Gにとっての ADの重要性が見えた後なので、N.F.C.（J/Gにとっての ADの

重要性）を検証することができます。よって、Significance後に出された×N.F.C.は全てが

コンパリソンに流されることになります。 
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５、最後に 

最初に述べたとおり、フォーマットなんてものは議論をするためのたかが方法に過ぎませ

ん。ただし、本来は、議論の進行をサポートするためのものが時に進行を妨げるものにな

ってしまいがちです。なので、どんなフォーマットを使うにしろそのフォーマットの理解

がとても重要になってきます。そして、何かの理解を深めるためには他のものとの比較な

しにはなりえないと、俺は考えています。なので、今回のこのマテリアルと使ってみなさ

んがいつも使っているプロソルへの理解を深めてほしいと思います。 

そして皆さんが話したいことで、プロソルでは話せないこと、オブザベの方が話しやすい

ことはオブザベでやればいい。 

 

このマテリアルを読んだすべての人にどうしてもわかってほしいことは、俺たちはディス

カッサントなので、「議論」をしようぜ！！ということです。 

偉そうなことを言っている俺自身、なかなかそんなことはできないのですが・・・笑 

 

オブザベは“絶滅危惧種”ではなく、PDDにおいてまだまだ“未開拓”な部分だと思いま

す。ですので、この続きを優秀な後輩たちに託したいと思います。 

 

 

 

今回、レクチャーの性質、紙面の都合上書けなかったことを近日中に改めた後にブリーフ

ケースか何かに保存する予定ですので、秋フォーラムでレクチャーを聞けなかった方はそ

ちらの方も是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法政大学ディスカッションセクション チーフ 

三澤 貴之 

 


