
Chapter 1 

Opinion Presentation~1 ランクアップ！！~ 

 

ここではオピメの基本と僕流のオピメのやり方をかいていきますね！！ 

 

基本を確認 

 オピメがするべきことの基本は以下のようになります。 

 

① 現状をわかりやすく説明し、それを証明していく 

② 自分が採択したいプランを説明する 

③ プランが ADを導くことを証明する 

 

今回は特に①、②について説明していきます。なぜなら実はしっかりしたプランを作っ

ているとしたら③は一番簡単で実は①、②の方が難しいからです。 

 

① 現状をうまく説明するには？ 

皆さんはオピメをとって Examiner の質問に答えまくる、という作業をひたすらしてい

ると思います。でも、いつまでたっても自分の思うように議論が進まないことってあり

ませんか？「DA やりたいのにいつまでたっても ASQ が終わらない」とか「また同じ

ところでごちゃってる～(泣)」みたいな。こういう人のためにここで三つのアドバイス

をしておきます。ポイントは… 

 

(１)「相手が何を知りたいか」というニーズを確実に理解する 

(２)「自分が何を説明するのか」をはっきり説明する 

(３)「どうしてこの説明をするのか」をきちんと言う 

   

  です。一つずつ説明すると、(１)は Q,Aをかみあったものにするためにしっかり話を聞

き、ニーズをつかむというものです。基本的にはＱされた後のカンファメが効果的なので

すが、問題は「何を聞いているのやら見当もつかない」時。そんなときは「どのような答

え方を臨んでいるの？」｢質問の意図は何？｣と聞いてみましょう。前者の聞き方をすると

き、もし答え方がいくつか頭の中で想像できたらそれをNLCで伝えてあげるのも有効です。

ただ、聞き方には気をつけて。ディス界では“What is your intention?”って質問はあまり

好まれていないので。雰囲気を乱さないようにさりげなく。これが大事です。 

 

  (２)ですが、これをやることで相手が「オピメが何を言いたいのか」を的確に理解でき

ます。これって Examiner が安心して、オピメを信頼してディスを続けていく上で非常に



大切なことです。気をつけてみてください。補足をすると、もしあなたの答えがＱにかみ

あっていなかったとしても自分の言いたいことを明確にしておくことで簡単にポイントの

ずれに気がつく、というメリットがあります。だいたいごちゃってしまうときは「人が何

をいいたいのかわからず、見切り発車でいろいろな発言が起こってるとき」なんで

Confusion防止のためにもいいとおもいます。 

 

 (３)は少し詳しく書かなくてはいけません。というのもこれは僕流のオピメ術の一つだか

らです（とはいえ上手いといわれているオピメは大体これができているのでしょうが）。(３) 

をするときの条件というものがあります。それは「されたＱの答えを説明するため別のこ

とも説明する必要がある、もしくは補足することで相手の理解を助けられると思える」状

況です。公式めいたものを説明してもよくわからないだろうから具体例を一つ。死刑オピ

ニオンでよく出されるＱのひとつに「死刑受刑者が犯した犯罪の内容」というものがあり

ますよね？大体、このＱの答えは“Ｔhey commit a brutal crime.”ということになるのです

が、これだけではよくわかりません。どう Brutal なのか？とか誰がそう考えるのか？とか

聞かれると思います。よくわからないからさらなるＱがどんどんでてきます。実はこうい

うことが ASQのやたらとながいディスを生んでいるのです。では、どうするか？答えは簡

単、「補足説明としてつっこまれそうなポイントをすべて説明してしまう」です。前述の例

を使って説明しますよ。 

 

Ｑ；What kind of crime did the criminals commit? 

A；they committed a brutal crime. Here, to explain it more in detail, let me explain 2 

things. First one is the meanings of “brutal crime, second one is the point who decide 

whether the crime is brutal or not. The reason why I explain second things is to make 

sure the point of view to examine first one. Let me explain one by one. First, the 

meaning of brutal crime is that the crimes which judgment decides criminal’s 

punishment apply to the death penalty, and the kind of crime is 18. For example, killing 

many persons, revolution, and terrorism. Second, whether the crime is brutal one or not 

is up to the judgment’s decision. They decide by following the judging criterion they 

treat in the court. Could you make sense? 

 

…答えがめちゃくちゃ長いですね。でも、これくらい説明してしまったほうが多くのＱに

答えていくよりはるかに効率的で ASQを早く終わらせることができる、というのが僕の経

験からの意見です。「ASQは 30分以内」が現役時代の僕の目標でした。しっかりとした分

析はしている、という前提に基づく限り、ASQ は早く終わらせるのがいいです。ちょっと

した気配りでできることなんで頑張って取り組んでみてください。 

 



② 上手くプランを説明する方法 

  これは単純。「現状とのギャップ、違いを説明してやる」だけです。こうするためのチ

ャートなどを用意するとせつめいも簡単になるでしょう。 

 

補足説明 

 これらのことを実行するために、自分のトピックの現状はしっかり理解しておきましょ

う！！どう理解するかは今皆さんがやっていること＋「各質問の答え同士のつながり」で

す。つながりが見えないときさっき書いたような補足説明でＱの数を減らすことができな

いので。がんばってくださいな。もう一度僕の理想のオピメを言っておきます。「ASQ を

30 以内で終わらせ、SOLまでは 40分でいく」オピメです。（初心者がテーブルにいるとき

はもちろんゆっくり進めてましたけどね） 

 

 

 

Ｃhapter2 

Presentation～CCF,NLC,AREA以外のポイント～ 

 

「ＣＣＦがまだできていないね」とか「もっと NLCをするといいよ」というリフレを浴さ

れていると思います。そういうわけで皆さんは何か発言する際にＣＣＦや NLC、AREAに

細心の注意をしていることでしょう。そろそろそういうことはマスターした、という人も

いるのかもしれません。そんな人に質問！！「ＣＣＦとかできているのにプレゼンが下手

っていわれたことありませんか？」そういう人、いると思うんですよ。そういう人にはい

くつかプレゼン上達のためのヒントを提供しようと思います。 

 

英語力を利用しよう 

 プレゼンがわかりにくい理由の一部は「単語の使い方がおかしい」とか「文法がばらば

ら」というものがあります。だったら簡単ですね。「正しい英語ではなす」です。基本の文

型（5文型、受動態）をきちんとしておけばそれだけでプレゼンはかなりのびます。仮定法

とかはべつに求めないので基本をしっかり意識してください。あ、僕が現役のときは分詞

構文も使っていました。意外と伝わるので英語をはなすのは余裕！！という人はチャレン

ジしてみてください。英語力に自信のない人は大学受験用の基本の文法書を読み直すこと

を薦めます。分厚いのはいらないので薄くて読みやすいものを選んでください。 

 

 単語はディスで出てくる専門用語を着実にマスターしていって、動詞や成句を少しずつ

身につけていけばいいでしょう。勉強したものを実際のディスで使ってみるのが一番の練

習方法です。 



具体的に発言しよう 

 「具体的に話す」これが多くの人はできていません。僕的にいうと「あんたのプレゼン

はＶague だ」ということになります。何が Vageuで何が具体的なのか？ＣＣＦ、ＮＬCを

マスターしたかな、という人のためにこれを説明しておきます。 

 

 …とはいえ上手い定義もできないので例で説明します。 

 

(例１) 

   ×“Ｗhat is the difference?” 

○ “What is the difference of the penalty between P/S and APA?” 

 

(例２) 

  ×“Ｗhat is the purpose of the death penalty?” 

○ “Ｗhat does the J/G hope to the death penalty?” 

 

(例３) 

  ×“Ｗhat is the motivation of mass media?” 

    ○“Ｗhat is the motivation of mass media to broadcast the privacy of the victims?” 

 

 

 あれ？僕、定義できました。わかりますか？○と×の違い。それは「副詞句で補足説明

をできているか」ということです。名詞をしっかり修飾してやるだけで全然わかりやすく

なります。後は形容詞を詳しくするときは比較対象を言うとわかりやすかったりします

よ！！（簡単な例をあげるとコンパリのＣlaimもそう。AD outweighs compared with DA

←ほら（笑））オピメだけではなくカンファメするとき等のにも有効なのでぜひぜひマスタ

ーしてください。 

 

 

 

 

 

最後に 

 以上でマニュアルは全てです。とにかくディスを楽しもうとしてください。ここであげ

たような技術は楽しむためのものです。技術だけうまくなってもディスが楽しくなかった

らなりはしません。何を話すと楽しいのか？などを考えながら自分なりのディスを考えて

いきましょう。拙いマニュアルをよんでくれて、ありがとうございました。 


