
 1 

アーギュトリート編 
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０、 はじめに 

このマニュアルは Discussion中に相手のアーギュメントをトリートしきれなかった場合、

どのようにリフレをしたらいいのかを書いています。と、いうのも最近 Discussionを見て

いたら典型的なアーギュメントにもかかわらず、あたふたとトリートしている上級生がた

くさんおり、型というものを持っていないのかなぁと感じたからです。型というものは、

１年生からの積み重ねにかかっています。このマニュアルではどのように積み重ねていっ

たらいいのか載せています。もし、必要性、やり方など分からないとこがあれば参考にし

てください。 

 

１、 自分のアイデアじゃないのにべた書き必要なの？ 

 

まず、べた書きの目的から確認しましょうか！ 

① 論理的に自分のアイデアを述べる準備するため 

② ごちゃりなくテーブルにアイデアを浸透させるため 

③ これを繰り返すことにより、論理的思考能力、英語力が向上する 

上記のメリットを相手のアイデアをトリートするというのに当てはめると、「１、～～」の

目的は、 

ア） Discussion 中に起った状況を後に整理することにより、次回から他人よりも早く

議論の収束点がわかる。それにより、ハンドリングのスピードがあがる。それにより、

自分のアイデアを出す時間を確保できる。 

イ） また、同時に論理的思考能力、議論の整理能力、英語力が向上するので、自分の

アイデアを出す上でもそれらの能力が反映される。 

以上のメリットを見ると、たとえ相手のアイデアのトリートだろうが、べた書きはウルト

ラ必要だと言えるでしょう！！ 
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２、 どんな流れでやるの？ 

壱、相手のアイデアの解剖！！ 

弐、どこの点で切るか、どのように切る点まで引っ張っていくか考える 

参、ごちゃりなく浸透させれるようにべた書き 

 

です。具体的に見てみないとわからないと思うんで下のモデルケースをじっくり見

てみてください。 

 

 

３、 モデルケース 

 

① オピニオンの構成 

② 取られたコンセンサス                 Discussion中の流れ 

③ 相手の実際の Argument 

 

④ Argumentの解剖                 

⑤ べた書き                        Discussion後の流れ 

 

 

 

Discussion中の流れ 

 
① オピニオンの構成 

 

トピック：Overtime work 

P) Workers do O/T/W 

T/D  

 O/T/W①what… to work ↑8hours per a day 

        ②place…   ○at office 

                     × at office  ×care 

                        ex)home,café,etc 
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H) Worker die by O/T/W 

Plan) J/G set up time card system at the entrance of companies 

 

       Data will be sent to J/G by the internet 

 

       J/G check the data by the personal computer 

 

       ○↑8hours /a day           ×↑8hours /a day 

 

      Stop business for a week      nothing happen    

   =Punishment                                    

 

②取られたコンセンサス 

  Workers do O/T/W 

 

      ＞               

   fear Com   MTV ×to do O/T/W 

*Company force worker to do O/T/W 

*worker don’t want to do O/T/W 

 

Company force worker to do O/T/W 

 

    Forcing O/T/W⇒profit 

 

Company needs profit 

 

③ 相手の実際の Argument 

 Plan 

 

      Company fear punishment 

                  

S/S…Worker will not do O/T/W          

                                  

      Cause of harm disappear 

 

AD…worker will not die 
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１st linkにて 

 

   ＜T/P for 1st link＞ 

    1 C/S work or not 

    2 fear punishment or not  

 

C/S work  

 

        J/G know working time 

 

Time card system 

=Data be sent to J/G 

 

Warrantの examine中に 

Aさん＊In my idea, even if we can confirm J/G know working time in company, C/S 

doesn’t work out of company. So worker can do O/T/W at home or café.  So your 

plan doesn’t work.   

Bさん＊But, now we try to examine C/S work in company or not. Why not talk about 

your idea later? 

A:さん＊But, the sentence of S/S is Worker will not do O/T/W. so we should confirm, 

Worker will not do O/T/W not only at office but also out of office. And worker 

can work; they can bring the task from company. 

Bさん＊I got your idea. It means you must prove, all workers can bring the tasks from 

company. And you also must prove all worker have MTV to do O/T/W out of 

company. 

Aさん＊….sorry would you repeat.  

 

この後に Chairpersonが介入して何とか終わりました。 

 

Discussion後の流れ 

ここからが本題です。Discussionの大会で上記のようなことは多々起きます。そして、

そのうちほとんどのケースで誰かが何とかしてくれます。その誰かのおかげで安心してい

るのなら間違いです。次に同じようなことが起きて誰も解決できなかったら？自分が上回

生になったときに後輩にどうやったらいいんですかと聞かれたら？うまくないヤツがトリ
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ートしだしてコンフュージョンが起きて、時間がメッチャかかったら？このような事態を

うまく避ける、乗り切るために、自分が対処できないアーギュメントに対して対処法を確

立しとくと言う作業はとても大切になります。いわゆるハンドリングへの一歩ですよね☆

では、後半戦行ってみよう！！ 

 

④ Argumentの解剖 

ステップ① 思い返す＝「何が言いたかってんやろ？」と考える 

はやと＊「う～ん、なんか Check up system働いているかどうかの議論やったけど、よく

考えたら、オピメさんの言っている C/S workって Companyの中だけやってん

やろ～な。ということは fear punishment or notの話も、もしWorkerが会社

の中でやったらということか・・・じゃあ、オピメさんの頭の中で Talking 

Pointsで証明していたのはWorker will not do O/T/W in companyなのか！！」 

 

   T/P for 1st link 

    1 C/S work or not                         オピメさん 

    2 fear punishment or not  

 

  Worker will not do O/T/W in Company 

 

 

 

 

 

はやと＊「じゃあ、相手の話って３rd talking pointにWhether or not worker will not do 

O/T/W ×at officeなのか！！よし、それでトリートしてみよう！！」 

 

ステップ② チャートとロジックで解剖 

はやと＊「ふむふむ・・・ということは T/Pはこんな感じになって 

    ＜T/P for 1st link＞   

1 C/S work or not                        

    2 fear punishment or not 

  3 worker will not do O/T/W ×at office 

 

  Worker will not do O/T/W at office and ×at office 
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     とすると、S/S/のセンテンスは 

Plan 

 

        Company fear punishment 

                   At office 

  S/S…Worker will not do O/T/W        both  

                                   ×at office 

        Cause of harm disappear 

 

AD…worker will not die 

 

    か・・・ごちゃらんように今度からあらかじめ確認しとこ・・・ 

    え～と、ほんで相手のアイデアをロジックにすると、アーギュメントは３rd 

talking point に引っ張っていって、ロジックでカンファメか。確か Claim が

worker will do O/T/W ×at officeになって、Dataが Worker can do O/T/W×at 

officeで Warrantが○MTV to do O/T/W×at officeになるよな。」 

 

   worker will do O/T/W ×at office 

 

       ○MTV to do O/T/W×at office 

 

Worker can do O/T/W×at office 

 

ステップ③ 切るポイントを見極める！！ 

はやと＊「よし！じゃあ切るポイントはどこになるんやろ？う～ん、MTVで切るのは難し

いなぁ、だって今 O/T/W やってるし、場所変わったからといって MTV 減ると

は思えへんし。じゃあ、Canのところが切りどころか!(^^)!よ～し、ここにオブ

ジェクションかけて Canでない人＝×Canの人証明して流したろ！！よし、エ

ヴィデンス探しに行こう！！」 

 

ステップ④  べた書き前に先輩にチェックしてもらう！！ 

はやと＊「よし、解剖も終わったし、切るところも決まった。エビデンスも見つけた。あ

とはべた書きするだけだ。はっ！もし間違ってたらどうしよう！？間違ってる

のにべた書きしてしまったらものすっごいタイムロスに＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／ 
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     おっ！あそこに見えるのは頼りになる先輩のスーパーHAYATO さん！あの人に

チェックしてもらおう。」 

      てってってって（走る音）。。。 

    「かくかくしかじか、なめなめくじくじ・・・」 

はやと＊「あざ～～す<(_ _)>」 

    「ふむふむ、ロジックが違うのか( ..)φメモメモ」 

 

 worker will do O/T/W ×at office 

 

       MTV＋ability⇒action 

 

Worker can do(ability) O/T/W×at office 

○MTV to do O/T/W×at office 

 

    「よし、完璧！べた書きしよ～～と。」 

 

 

 

⑤ べた書き 

 

はやと＊「May I confirm Aさん’s idea, Aさん thinks Worker will do O/T/W ×at office, 

even if ○C/S in company. Right?」 

Aさん＊「Yes!!」 

はやと＊「may I ask you opinion maker? I hit up on 2 situations you want to prove by 

using these T/Ps.  First one is worker will not do O/T/W at office. Second one 

is worker will not do O/T/W not only at company but also out of company. 

Which do you want to prove? 」 

オピメ＊「first one」 

はやと＊「If so why not confirm T/Ps and S/S we must confirm. Because claims opinion 

maker and Aさん have are different. OK?」 

ALL ＊「Yes」 

はやと＊「T/Ps is like this.」 
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        ＜T/P for 1st link＞   

1 C/S work or not   

             W ×O/T/W at office         

    2 fear punishment or not 

  3 worker will not do O/T/W ×at office 

 

  Worker will not do O/T/W at office and ×at office 

 

ALL ＊「Oh！！Great」 

はやと＊「S/S is like this」 

                                  At office 

   S/S…Worker will not do O/T/W        both  

                                    ×at office 

ALL＊ 「Wonderful!!」 

はやと＊「OK?」 

ALL＊ 「OK!!」 

はやと＊「why not examine one by one.  If we can confirm all T/Ps, we can say Worker 

will not do O/T/W at office and ×at office. And  Aさん’s idea is ３rd one. 

Please show when we start to examine ３rd T/P. OK?」 

Aさん＊「OK！」 

     ・ 

     ・ 

     ・ 

３rd T/P にて 

はやと＊「Aさん、would you show your idea? And if your idea will be constructed all, 

there is no AD. OK?  But if your idea will not be constructed partially, we 

can confirm the situation of S/S. OK?」 

Aさん＊「OK! I would like to repeat my idea, I think even if we can confirm J/G know 

working time in company, C/S doesn’t work out of company. So worker can do 

O/T/W at home or café.」 

はやと＊「let me confirm your idea with a logic chart. You think all workers will do 

O/T/W out of company, because all workers can do O/T/W out of company and 

they all have MTV to do O/T/W. Right?」 
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  worker will do O/T/W ×at office 

 

       MTV＋ability⇒action 

 

Worker can do(ability) O/T/W×at office 

○MTV to do O/T/W×at office 

Aさん＊「Right！」 

はやと＊「OK！Why not examine this logic, if this logic will be constructed all, there is 

no AD. OK?  But if this logic will be cut all or partially, we can confirm the 

situation of S/S.」 

Aさん＊「OK」 

はやと＊「I would like to explain how to examine this logic, firstly I would like to 

welcome question one by one Data Warrant. Next, I would like to welcome 

doubt or objection one by one Data Warrant. OK?」 

ALL＊ 「OK」 

はやと＊「I have a question about the reason why you think all of worker can do O/T/W.」 

Aさん＊「Because I have an evidence to prove this point.」 

はやと＊「Does your evidence prove all workers can do O/T/W?」 

Aさん＊「no.」 

はやと＊「if so you can not prove this point, and I have also an evidence to prove at least 

worker can not do O/T/W. So now we can confirm some of workers can do it, 

but some of them can not do it. OK?」 

ALL＊ 「OK」 

はやと＊「let me confirm this talking. Actually we can confirm some workers can be 

situation of S/S. But it is not sure all can be the situation of S/S. OK?」 

ALL＊ 「OK」 

はやと＊「why not move on the ２nd linkage.」 

ALL＊ 「OK」 

 

はやと＊「ふ～～、完成×２！次に同じか似たアイデアでたら、オレが最後まで引っ張っ

てったろ☆よし、つぎはがんばるぞ。」 

 

基本的にこんな感じです。ここで「うわっ！長！！めんどくさそう！！！」と思ったあな 

た。確かに初めは面倒くさいです。でも、よどみなくプレゼンできるようにはじめのうち

はこのぐらい丁寧にやるのが Best でしょう。慣れてきたら、ロジックの Examine の

Procedureのプレゼンや、しつこいGoal confirmationもいらないでしょう。なれてくれば、



 10 

チャートと一口コメントだけで十分になるでしょう。 

 

   ＜T/P for 1st link＞  

1 C/S work or not   

             W ×O/T/W at office         

    2 fear punishment or not               

  3 worker will not do O/T/W ×at office        

 

  Worker will not do O/T/W at office and ×at office 

 

worker will do O/T/W ×at office 

 

       MTV＋ability⇒action 

 

Worker can do(ability) O/T/W×at office 

○MTV to do O/T/W×at office 

 

 

 

こんな感じにね。でも初めのうちは最初っから最後まで丁寧にやりましょう。 

これで、みんながべた書きの方法を知ってくれて、効率的にリフレとプレパできたら幸い 

です。わからないことがあったら気軽に聞いてくださいｖ 

 

関西学院大学 ４０代チーフ 高杉隼人 

                                            

Out of companyのアーギ

ュは S/S のセンテンス確

認して、この T/P を設置

して、ロジックで切る。 

全員が Can できるのか立

証責任ふって、無理と言わ

せて、Counter evidence

をだしてSomeでADを立

てる。 


