
 

 

 

 

―――――はじめに――――― 

 Suggestion（以下Ｓ）が足りないよー。いいＳが打てないよう。といった悩みは遅かれ早か

れ誰でも直面し、克服する際に大きな壁となるであろう。しかし漠然と悩んでいるだけや、Ｓ

というものを根本から履き違えていれば、Ｓがうまくなるはずもなく。むしろ逆ギレの道へと

歩み始めることとなるであろう。 

「俺には俺のスタイルがあるんだから、うまいＳだの下手なＳだの決めつけられる筋合いはね

ぇよ、ぼけ。」 

といった感じである。なるほど、理が通っている。確かにそれぞれのスタイルにより、Ｓだけ

でなく Disにおけるありとあらゆる概念は異なる概念となってしかるべきである。まして、Ｓ

とはその本質を鑑みればことさらにその意義が異なる結論へと導かれやすいものである。故に

何してもよい…とはならない。 

 やはりいい Suggestioner（慶応の有賀氏、法政の高野氏など）と呼ばれる人たちがいる以上、

スタイルを超えて、いいＳというのはあるのである。仮にそれが絶対的なものでないとしても、

それを知り、自己のなかにあるＳと見比べてみることは、春セミに臨まんとしなくても大いに

意義があるのではなかろうか。そうすることは自己のスタイルを確固たるものにすることを手

伝うであろう。ならば、Ｓをつっぱねる理由はない。一見ハンドリングしていない人、と見う

けられる人たちも、アーギュメントが強い人はこのＳという概念を取り込んでいる。それがハ

ンドリングとして表面化していないだけである。私は思う。それがスタイルなのだと。明治の

小野氏や、蜂谷氏はハンドリングを経由せず、そこに辿り着いたがためにＳというものをしっ

かりと自らのなかで体系化せずとも、平気でやってのけているのである。しかしそれは彼らの

生まれ持っての気性がそうさせているために無意識でできるだけなのだ。つまり意識しても、

意識せずともＳは大切なのであり、スタイルにより異なるのは表面化する場所だけである。 

 少々脇にそれてしまったが、とりあえずやってみてほしい。本文書が、読者がＳを学ぶにあ

たり手伝うことができれば著者にとってこれ以上の喜びはない。それでは本編に入るとしよう。 

 

 

 

 

 

 Ｓといっても大別して２つのＳが Disにはあることをまずおさえてほしい。１つは(イ)広義

のＳで、もう１つは(ロ)狭義のＳである。これはおもいっきり著者の造語なので、リフレな

どでは使っては駄目だ。ただ説明にあたって、便宜上使い分けただけの言葉であるから本文書

においては最後までつきあってほしい。では、広義のＳ、狭義のＳとはいったいなんであろう

第１章 Suggestion の意義 

 

Suggestion をやってみよう。 



か。 

 

(イ)広義のＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎ 

 Dis では提案とは程遠い発言でもＳと呼ぶことがあり、すなわち反駁やエビ提示のことであ

るが、これを広義のＳと呼ぶ。これはフォーマルにおけるオーダーが、Question、Confirmation

（以下Ｃ）や Answer 以外の発言をＳとしたところに、由来すると思われる。Suggestion！と

声を張り上げてゆうとるけど、それ提案ではないやろ、と思ったことがあるだろう。であるか

ら、オーダーとしてＳと分類される主張すべてを広義のＳというのである。すなわち広義のＳ

とは質問・確認・回答でなければ、提案でなくともよいという、いわば Disの上だけで使われ

る包括的な意義のＳである。 

 オーダーは非常に便利であるがその癖が抜けず、提案でも何でもないのに、この広義のＳを

主張すればＳを打ってるんじゃないかと、錯覚してしまうのだ。しかしそれはＳではない。次

を見てみよう。 

 

(ロ)狭義のＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎ 

＜意義＞ 

 英語の Suggestionを素直に訳せば「提案」だ。こんなこと中学生でも知っている。この「提

案」と呼ばれるに妥当な主張が、テーブルにおいて必要とされる、真の Suggestion なのであ

る。このＳを狭義のＳという。前述した広義のＳと見比べてもらえば明らかであるが、狭義の

Ｓとは当然に広義のＳに含まれてはいるが、その性質を異にする。もっともこの「提案」とは

一言でいってもその意義を正確に把握するためには考察を要するため、後述することにする。 

 最初に認識しておいて欲しいのは、この「提案」をいかなるものと解釈しようともＳとは「提

案」なのである。すなわち、これから読者の方が磨いていくべきものは狭義のＳであり、決し

てオーダーに包括された広義のＳではないのである。これだけは絶対に押さえておいて欲しい。

繰り返して言うが、Ｓとは「提案」のことであり、案を提示しなければ上手いＳ、下手なＳ以

前の問題でＳではないのだ。Ｓの基本的概念はつかめたであろうか？したがってこれからは狭

義のＳを中心に書いていくことにする。 

 

 

 

 

 前述の＜意義＞を要約して、Ｓと言えるための要件として記してみた。以下を見て欲しい。 

要件：主張が「案」であること 

 あたりまえのことだ。しかし「今日結構Ｓがんばったよ！」とは言うが大抵はこのシンプル

な要件を欠いている。それゆえに、これを常識のように読者に認識してほしいのだ。認識して

第２章 Suggestion の要件 

 



いただいたなら具体的にいいＳというものはどういうものなのかを要件にそって探してみよ

う。いよいよ本題だ。 

 

 

 

 

＜主張が案であること＞ 

 この要件だけでみれば、いいＳとはイケてる案であればなんでもよいことになる。そして、

Ｓの Claimが「案」でなくてはならない。他に解釈を入れようがないのだからこれはこれでい

いのだが、イケてる案とはなんであろう。なお、留意しておいて欲しいのだが著者としてはな

にも著者の案を押しつけようというわけではなく、いわゆるコツというものを掴んで欲しいの

である。本題に戻る。イケてる案とはなんであるかだ。 

 

Claim 

 

 

  Warrant（以下Ｗ） 

 

 

Data 

 

ご存じロジックの三角形だ。Ｓとは自らの主張であることから、アーギュメントとその性質を

同じにする。ゆえにこの三角形はＳにも大きく活用できる。実際当てはめてみればよりその事

実が明らかになるであろうからやってみた。読書の方々も耳にタコができるほど聞いたことの

あるＳである。これを聞くと蜂谷氏は寝てしまうのだ。 

 

Case1 Causeで DAらしきものを検討しているとき 

 イ：ASQでは事実の確認だけすればよい（ナローイング） 

 ロ：ここでやるのはコンセンサスに反する 

 ハ：「だから Planサイドで話しましょう」 

 

Case2 Solvencyで ADを削る PMAについて話し合っているとき 

 イ：コンパリまで早くいって結論を出す（ナローイング） 

 ロ：ここで議論すると、DAが出なかったら時間の無駄になり、コンセンサスに反する 

 ハ：「だからコンパリでやりましょう」 

 

 

第一講 それってＳなの？ 



（図１）Case1のあてはめ 

 

ハ（Ｓの Claimに当たる） 

「だから Planサイドで話しましょう。」 

 

ロ （自分のＳの正当性を述べる真の理由） 

「 こ こでやるのはコンセンサスに反する」 

 

イ（今、どんなコンセンサスがあるか） 

「ASQでは事実の確認だけすればよい」 

 

(イ)の今どんなコンセンサスがあるかが Data にあたる。コンセンサスとは議論を経て到達し

た結論であるから、いわばエビ同様の力があるため問題ない。そしてそれを基にして(ハ)が打

たれる。そして自分の主張であるＳがいかに今採るに妥当かを(ロ)によって説明するのだ。も

う気付いたと思うが、(ハ)は Claimに(ロ)が Warrantにあたる。 

 具体的に検討してみると、両ケースのＷはしっかりとしたもので崩しようがない。これがア

ーギュメントならばオブジェクションのかけようがないだろう。なぜなら、コンセンサスに反

してはいけないとされている Disでは反するより反しない方がいいに決まっているからだ。こ

のＳは誰しもが盲目的に使っており、今や How to examine の王道となっている。しかし著者

の私見を述べさせてもらえれば、このＳはイケてないといわざるをえない。なぜか。それは

Claim、すなわち主張が「案」ではないからだ。要件を見て欲しい。Ｓといえるためには「主

張が案でなくてはならない」のだ。故に厳密にいえば要件を欠くため、Ｓではないということ

になろう。ではなぜこのＳの主張が「案」たりえないか説明する。 

 Case1、2 の主張は事実上、「コンセンサスに反する」としか言ってないからである。いわば

サッカーで「手を使うのは反則だから（手を使ってはいけないというコンセンサスに反するか

ら）退場にしましょう」と審判が言ってるのと全く同じ事を言っているのである。審判の選手

退場宣告。（Disでは選手は退場にはならず、選手は主張した Causeでやろう！という意見が退

場、すなわち却下されるのだ）これは「案」というよりはむしろ、事実に近いものではなかろ

うか。たしかにルールを守らなければいけないのは分かるが、さも私がＳ打ちましたかのよう

な顔をして主張するものではない。ただ単にルール違反です！と言ったにすぎないのだから。

審判が出すイエローカードが「案」から構成されるＳだとするお前にイエローカードである。 

 Dis のおもしろさはコンセンサスを作ってそれに違反した相手を摘発することではなかろう。

「はい、違反したから却下ね。」などと主張するはいいが、それは「案」ではなく「事実摘発」

にしかすぎず、故に、広義のＳたりえても、狭義のＳたりえないのだ。なぜＳでないか分かっ

ていただけただろうか。 

 Case1、2誰もがＳと思ってやっていたであろう。そしてどんなにＳがんばったと自分で思っ

ても、リフレでは言われることは同じ、「あのねぇ、もっと（イケてる）Ｓ打たなきゃだめだ



よ」となってしまうのだ。（別にリフレで誉められればいいというものではないが）チアパー

はＳではない！と認識してはいないかもしれないが、少なくともイケてるとは思っていないか

らそうリフレで言うのだ。読者の方々が同じ事を毎回言われる謎は解けたであろうか？「あの

人カンファメうまいけどつまんないんだよね」と他人に言いたくなる衝動はそこからくるのだ。 

 次は「良案」について触れていきたいと思うが、その前に注意点があるので記しておく。上

のものは、なにも Case にあたるような発言をするなという主旨ではない。Ｓではないが、テ

ーブルをハンドリングするにおいては非常に大切である。それさえ押さえてもらえば問題はな

い。次に行こう。 

 

 前項ではいわゆるイケてないＳとはどういうもんかを消極的にではあるが、理解してもらっ

たと思う。まあ、Case のＳは厳密にいえばＳではない、ということもすべに述べた。しかし、

ここで終わってしまえばあまりにも建設性に欠けるといえよう。というのもこおで終わってし

まえば読者は八方ふさがりになることは明らかだからである。今、読者は負の側面からＳを見

なおしたにすぎない。 

 故にここからがＳを磨くにあたり最も意義のあるものであり、同時に著者の説明に首をかし

げる回数も増えてくるであろう。なぜなら、ここからはあくまで私見にとどまるものであり、

客観的分析にはいささか乏しいと思われることがあるであろうことが予測されるからである。

したがって、前項にもまして鵜呑み危険ゾーンということができるであろう。納得するところ

は大いに活用してもらえれば著者としても喜ばしいのだが、鵜呑みにされても困る。ここから

は読者の方々も一緒に考えながら読み進めていくことを薦める。 

 

 

 

 

＜主張は案であること＞ 

 軽くおさらいをする。狭義のＳといえるためには要件があり、「主張は案であること」であ

った。そして前項と本項を通じて、「案」とはんあいかを整理していくのだ。前項では「案」

と「事実摘発」とはことなることを観念すべし、と記したと思う。そして本項では「良案」と

いうものを探して行くことにする。そして、前記の「Ｓの三角形」は本項でも使っていくので

一応、記しておいた。 

 

Ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎ 

 

Ｗ ａｒｒａｎｔ（Ｓの正当性、妥当性をいうための理由） 

 

 

Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ 

第二講 決めつけていいのかい？ 



 Ｓとはアーギュメント同様、その良し悪しを決めるのはＷであり、コンセンサスや今話され

ている論点にそぐわなければ、Ｓは提示されても意味をなさない。今までに作られたコンセン

サスにいかにそぐっているか、今の論点に対し必要十分なＳであるかはＷ次第なのである。で

は、実戦上どのようにＳを打っていくのが良いかには「事実確認」「事実認定」の２つの説明

を要するのでそこから入るとする。 

 Dis においてやっていくことは「事実確認」と「事実認定」の２つである。Dis における全

ての発言はここに帰結するといっても過言ではなく、それは ASQ と Plan というストラクチャ

ーにも反映していることからも明らかである。そして、アーギュメントとＳという最重要発言

は事実認定作業とカテゴリーされる。故にこの２つの違いをそれぞれ認識し、使い分けていく

ことは非常に重要だと思われるのだ。 

 

１）事実確認 

 事実確認作業とは読んで字のごとく事実を確認することであるが、あたりまえのことすぎて

ピンとこないと思われるので具体的に説明する。 

 

例）最近、甲氏と乙さんは付き合っている。 

付き合っているという言葉さえ定義すれば議論する余地もなく、「ふーん、そうなんだ」

で終わってしまう。第三者に証明することが要されるなら 2人に証言してもらえば、問題

ない。このようにエビの有無が全てであり、議論をする余地のない事実を確認する作業の

ことを事実確認作業という。 

 

２）事実認定 

 では事実認定とはなにか。事実認定とは事実を確定させる核心的なエビがないことを前提と

し、事実とは全くことなることでも、認定された事実に妥当性があればそれを事実とおなじよ

うに扱って良いことをいう。であるから、事実認定作業とはその妥当性をはかる議論のことを

いう。 

 

例）甲氏と乙さんは将来別れる 

甲氏と乙さんが別れるかどうかは本人達も知り得ないのだから第三者が分かるはずもな

いが、それを予測することは可能である。そしてそれを決めつける必要があるとなれば、

（そんなことはあり得ないとは思うが）事実がそうなろうとも決めつけてしまえばいいの

だ。少しやってみよう。 

 

主張１：甲氏と乙さんは別れない。なぜなら乙さんは日頃からワイルド系が好きだといってお

り、現に甲氏はワイルド系だからだ。 

主張２：いや、あの 2人は別れる。なぜなら乙さんは地元が九州で、大学卒業したら地元で実



家を継ぐと言っており、かたや甲氏は東京生まれでこちらも実家をつがなくてはいけ

ないらしいから、別れざるをえない。 

 

 ここまでは普通のアーギュメントだ。おもいっきりインダイレクトなため、いかにもコンフ

ュージョンがおきそうな感じではあるまいか。では、どうすればよいか？以下の提案を見て欲

しい。 

 

提案１：我々はいかなる可能性も否定できないので Not sureにしましょう。 

提案２：まず、2 人が本当に実家を継がなきゃいけないものなのかを検討しましょう。どちら

か一方がそうでないことさえ確認できれば別れない、ということになるでしょう。 

提案３：甲氏と乙さんのつきあっていくうえでの必要条件を現状から割りだし、検討してみま

しょう。 

提案４：一般に恋人が別れる要因となるものを挙げてみて、それらを比較検討した後、彼らに

それが当てはまるか検討しましょう。 

提案５：彼らが別れるであろう要素と続くであろう要素をできる限り列挙し、数が多い方にし

ましょう。 

提案６：主張１，２のお互い、自分の意見しか言ってないので主張１の人は２を、主張２の人

は１の主張を切り崩してどちらの主張が優れているのか示してください。では１の方

からお願いします。 

 

などと、出していけばきりがない。しかし１つのアーギュメントに対していくらでも提案らし

きものは出せることは分かっていただけたろうか。ではどの提案がもっとも良いものなのか。

検討してもよいが、この議論にはコンセンサスもなければなんの分析も行われていないので、

おそらく結論はでないだろう。しかし提案１と提案６はいささかおそまつではないだろうか。 

 提案１については、はっきりいって論外である。事実が分からないことを前提に話し合って

いるのにも関わらず、「可能性は否定できない」とは思いっきり事実を知らんとしている提案

であり、さらに万物不変の事実を言っているだけでとても「案」とはいえないのである。これ

では提案とはいえない。しかし、ご存じのとおり Disでは平気で通る。明治の三年生が嫌いな

Ｓ、ナンバー１である。 

 提案６はいかにも私は善い人で、中立です。といわんばかりの提案である。議論において中

立の立場を守って議論することはまったくのナンセンスで、消極的の極みといえよう。「はい、

１の方から」と話しをフルのはいいが、１の人が答えられなかったら議論が停滞することは明

らかである。他人に降ることは自ら解決できないことの現れであろう。 

 この例をどうして分かっていただきたいのかは未来のことについての事実など分かり様も

なく、故に議論になる、ということだ。Planで読者がやっていくべきことは未来に起こるであ

ろう事実を合理的議論をもとに決めつけていく（認定していく）ことなのだ。未来の事実に対

して遠慮する必要はない。なぜなら私達ディスカスタントは未来に対しても責任を負う日本政



府なのだから。「こうなると思うよ」では足りず、合理的根拠の基に「こうなる！」と決めて

いくのである。エビなんていらない。どんな偉いおっさんが未来はこうだ！と言ってたってあ

なたたちが決めつけてよい。これが事実認定作業である。 

 

ワンポイント豆知識 

 ちなみにさきほどの例を見て「そんなん、決めつけちゃやばくない？」とか「めちゃくちゃ

余計なお世話じゃない、それって？」と思われたかもしれないがその概念が NFCなのである。

将来の事実に対して認定することはただのおせっかい、すなわち日本政府が負える責任の限度

を超えているということなのだ。まあ最近は NFCはあまり議論されない（著者としてはまこと

に残念なことだが）ので、特に気に留める必要もなかろう。 

 

 提案１，６はあまり感心できるものではないが、２，３，４，５はそれぞれ一長一短ありど

れがこの場合秀でたものかは判断に苦しむ。しかしこの状況こそ、いいＳすなわち良案とは状

況によって変わっていくものであることを物語っている。いや、ジェネリックによいものがな

いといえるからこそＳであり、Ｓが超えるに大きな壁となるのだろう。 

 あと少しでＳというものが掴めてくるはずだ。いよいよ最終局面を迎える。 

 

 

 

 

＜主張が案であること＞ 

ア）Seriousness状況下 

 Seriousness のタスクについては様々な見解があるが、便宜上最も使われる頻度が高いタス

ク（ADの裏返しと解釈し、J/Gや被害者の視点から害があるといえるか）をタスクの前提とす

る。 

例）QL：胎児の命 QT：？ 

胎児の視点：殺されても、被害感情（ex痛い、苦しい）はあるのか？これに関してはエビかな

にかを探してもらうしかない。なぜなら、事実認定をしようにも、胎児の感情は現在未来問わ

ず専門的な知識を要求するため、認定するために拠り所とするエビがないとどうしようもない

からだ。Ｓとしては「エビがあるなら検討し、ないなら胎児の観点から検討するのはやめまし

ょう」として終わらせてしまうのも一案だと考える。おそまつなＳだが、胎児が医学的にどう

いう感情を持ち合わすのかを把握しなければ結局行き詰まるので、やむをえないと著者として

は思うのだが、なにか良案があればやってみてほしい。とりあえず、次を見て欲しい。 

 

J/G の視点：現在２２週前？の胎児への中絶は適法である以上、現状では以下のように解釈で

第三講 実際にやってみる！ 



きる。J/Gの真意は分かり得ないが、「中絶適法」という客観的事実から事実を認定していくの

だ。 

解釈１：相対的無害、すなわち現状の J/Gが中絶廃止したことでおきる DAと ADをコンパリし

た結果、前者が勝ると考えたために中絶は現在「適法」となっている。（これは C、Ｓ

の中間のような発言）とするなら、Seriousnessエリアは問題なく、「害有り」とすべ

きだ。（Ｓの発言） 

根拠１：我々は現状の J/Gとは異なる価値基準により、政策決定していくべきだから。 

根拠２：DAが ADに勝ったことを根拠に「適法」としたならば、相対的には ADありと

いえるからその根拠さえ把握すれば問題ないから。 

 

解釈２：絶対的無罪、すなわち胎児の命を奪うことはそれ自体、現状の J/Gは無害としている。

とするならば我々が実際に検討すべきである。（Ｓあたる）なぜなら、胎児の命が奪

われることが「害」となりうる根拠が全くないからである。 

 

分析 現在、22週が「害」「無害」の境界線となっているが、それは具体的にどういうものか。

（リサーチ要）ここからはリサーチしないとなんともいえないが、仮に 22 週が「心臓

の鼓動開始」だとする。とすると、「心臓の鼓動開始」に境界線を引く以上、その根拠

が「害」「無害」を決める核心とあんる。例えば、心臓の鼓動開始によって初めて生命

誕生と医学的にいえるから、鼓動していなければ「無害」というようになる。 

 

CASE1 それに対しては、生命が誕生していないと医学的に言えるかもしれないが、「無害」と

は私は思いません、とＷにダイレクトで反駁するもよし。 

 

CASE2 または、22 週前であろうと受精した以上、生命が誕生する可能性は極めて高いことを

根拠に、たとえ心臓が鼓動開始していなくても「害」であると私は思います。と反駁す

るもよし。 

 

 この辺はアーギュメントに関する問題なので、ここではこれ以上詳しく触れない。自分でそ

れぞれ考えていって欲しい。ただ、以上見てきて分かったと思うが Seriousness でやろうと、

コンパリでやろうと必要なＳ（広義のＳも含む）があることを認識してほしい。 

 

１、胎児の感情に関するエビの提示、及び提示要求（広義） 

２、なぜ現状で J/Gが中絶を適法としているかに関し、相対的、絶対的無害の概念提示（狭義） 

３、22週に引かれた「害」「無害」の境界線はどういうものか（心臓鼓動？）を提示（狭義） 

４、３に関連し、「害」とするならいかなる根拠をもって「害」とするのかの重要性を提示（狭

義） 

 



などであるが、もちろん必要ない場合も多々ある。そして２，３，４のＳについては自らが提

示した土壌の上で自分はどう思うのかを示さなければ、ほとんど意味を有しないため、必ず「私

はこれに関してはこう思いますよ」と付け加えることを忘れないで欲しい。それはいかなる状

況において打たれるＳであっても共通に必要である。 

 

 

ワンポイントアドバイス 

 上のように Seriousnessエリアを詳細に検討してみたが、ナローでコンパリ重視とされてい

る以上、春セミでは他のパンツもあまりもめたくないであろうから、正直あまりもめないほう

が無難といえるかもしれない。しかし、このエリアをプレパで検討しておくことはコンパリで

検討するにしても重要である。故に、プレパではしっかり煮詰め、本番ではその煮詰めたこと

を頭に置きながら、コンパリでの ADインパクトで活用するのが賢明ではなかろうか。 

 

イ）Seriousness状況下 

 Solvency（Linkage の意味で以下Ｌ）とは Plan から AD が導き出されるか否か、出されると

してもその程度はいかほどなものかを検討するエリアである。この定義はいささか抽象的なた

め、より具体化することでＳを実際に見ていくことにする。 

 Ｌでは概して人の動きや心情をどう分析するかがその論点の核心となっている。すなわち AD

の対象となる人たちが実際 Plan によって行動するか、及び心情に影響をきたされるかが論点

になっているのだ。Ｌとはこういう構成になっていることを認識してほしい。もちろん例外は

あるが、具体的にその例を見てみよう。 

 

例 Plan：中絶廃止  AD：胎児の命が助かる 

 この場合、予想されるＬでの論点は、「完全に中絶を防げるか否か」である。そこでオピメ

はチェッキングシステムだのパニッシュメントだの言い出す展開が目に見えるだろう。本ケー

スでも妊婦の行動が鍵となる。つまり、 

行動パターン１：Planにより抑制を受け、中絶しなくなる（ユニークネスあるのは当たり前） 

行動パターン２：抑制を受けず中絶しつづける。 

という２つの行動パターンがある。これは前述したとおり妊婦の行動が論点の中心になってお

り、この行動パターン１，２の割合の大小によって AD の大小が決まっていくのだ。さらにこ

の割合は未来のことであるからエビによって解決することは不可能である。とすれば、事実認

定作業を行う必要がある。ではどのようなＳを打ちアプローチしていくか見てみよう。 

 

 

 



アプローチ１：ダウト（ＰＭＡ）を列挙し、議論する。これは従来型Ｓといえよう。しかし列

挙するだけではＳとしての「案」に欠ける。結局列挙した後で完全にリンクが

切れることはめったにないため、ダウトが AD の一要素としてのダウトとしか

成りえず、コンパリでやることになってしまう。QTが定かではありません。と

いうＳで議論が終結し、振りかえればほとんど意味をなしていないことになる。

前項を思い出してほしい。未来のことについてはエビがないため、not sureに

なるのは、当たり前なのだ。いや、むしろそれを前提にして議論しなければな

らないのだ。Planサイドの話しは未来のことについて話すため、全て事実認定

である、すなわち not sureという結論ではお話しにならず、どう not sureな

のかはなさなければ意味はない。 

 

アプローチ２：QT が何人か、という観点から見ず、AD の対象となる人（この場合妊婦）がど

ういう人間かと形容されるかを吟味することでコンパリへの布石とし、さらに

は QTもある程度確定させるＳを打つ。すなわち以下の通りだ。 

 現状において中絶を行う人はどういう人か。そして、Plan執行後にも中絶を

行う人はどういう人か。両者の内面的差異は何であるか、を考えていく。簡単

に言えば、両者の内面的ユニークネスを探すのだが、ただ予想するだけでは誰

でもできる。いかに、今あるデータやコンセンサスといった、客観的に見える

ものに基づいた予想であるかがスペリオリティをつけていく鍵となる。ＳのＷ

次第であるということだ。 

 

 アプローチ１，２の違いはコンパリにむけていかなる影響を及ぼすか、という点で表面化す

る。すなわち１の場合、AD がこのようなダウトを持っているとした上で、普通にコンパリし、

必要であれば DAのダウトと ADのダウトをぶり返し、どちらがうさんくさいのか、ダウト通し

をコンパリする。 

 一方、２の場合コンパリしていく上でターゲットがどういう人たちかがわかっているので、

それに基づいてクライテリアやスペリオリティを示していくものだ。普通、Ｌでは QT に関し

てしか話されないが、２の場合 QL の視点からアプローチしていることに特徴がある。という

のも、この場合も QL は胎児であるが、１）胎児の運命を決定するのは妊婦であり、２）その

妊婦のなかで AD の対象となるのは Plan 執行後にも中絶を行う人で、３）その妊婦は Plan 執

行後中絶しなに妊婦とは内面的に差異（この差異に関しては程度の差異でもかまわないが、で

きれば程度ではなく根本的な差異を考えてほしい。）がある。というように当たり前のことだ

がターゲットを QLの観点から明確にしているのだ。 

 どちらをやっていくのがよいかという点につき、ダウトのコンパリはやめられることは少な

く、QTに at leastがついても、コンパリの勝敗に対して影響しないことは覚えがあるだろう。

故に２を薦めるが、自分では両者のパターンとコンパリへの影響の違いを押さえた上で、やり

やすい方法をやっていくのが良いのかと思う。 



＜まとめ＞ 

アプローチ１：ダウトが列挙された後、１）それぞれのダウトが QT にどのような辺か（０に

なる。At least がつく、not sure になる、変わらないなど）をもたらすのかという結論を提

示した後、２）ダウトの処理の仕方についてＳを打つ。コンパリで 1つのクライテリアとして、

ダウト同士コンパリするという形で扱いましょう。などである。 

 

アプローチ２：冒頭に、１）ダウトを列挙したところでＱＴが変化するだけであり、それがコ

ンパリで及ぼす影響の小ささを提示し、２）どういう人がＰｌａｎ執行後も中絶を行っていく

のかを検討することの必要性を提示し、コンパリへの布石としていく。 

 アプローチ２はいささか難しいし、意味あんの？と思われるかもしれないが、実際にプレパ

で試してみてほしい。ＱＬが胎児の命でなく妊婦の命である場合など、ＡＤのターゲットにな

る人とＰｌａｎによって実際に影響を受ける人が同じ場合に、より効果があるＳだと思うがど

うであろうか。 

 

ウ）Ｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅ状況下 

 このエリアで特筆すべきことは特にない。いままでやった Seriousnessや、Ｌの裏返しであ

るからだ。ただ、いくつか注意しておいてほしいことがあるので書いておく。 

 ＤＡというのはパンツが好き勝手に意見を提示してもいい場所であるが故に、莫大な時間を

費やしてしまうことがよくあるのだ。せっかく早くＤＡまで来たのに、結局ＤＡで終わっちゃ

ったよ。という経験は著者はもちろん読者の方々も少なくないだろう。人の意見を聞くのは大

事だが、いい人ぶって他人のウダウダにいちいち噛みついていたら日が暮れる。なにを言って

もいいエリアなだけに、時間との闘いでもある春セミでは危険なエリアといえる。ではどうす

るか。 

 シンプルにいこう。ぶった切るのだ。ここまでに培ったオーソリティや、コンセンサスを駆

使してバッサバッサと切っていく。コンパリとはアーギュメントの肉弾戦場なため、Ｓがどう

こういうのはあまりない。故に、ここからは多少鬼となっても自分の目指すＤｉｓを遂行すべ

きだと思う。どんなにいいＳを打っていても最後までいい人では「うまいんだけど、何したか

ったの？」となるのが関の山だ。参考までに切り方を列挙しておくが、これには広義のＳも含

まれるし、あまりイケてないので自分で考えてほしい。 

 

１、君の提示したＤＡはユニークネスないよ。 

２、このＤＡとこのＤＡのＱＬは一緒だから、1つにしましょう。 

３、ＡＤと同じＱＬのＤＡから扱っていきましょう。 

４、君のＤＡはＡ－ＡＤ（スパイクプランでも可）で消えるからオフセット 

 

 とまあ、どれもきいたことのあるものばかりだが、要は切れればいいのだからなんでもいい。



しかし、あまり強引にやりすぎると、コンパリでパンツに大反撃をくらい、痛い目にあうので

ほどほどに。 

 

エ）Ｃｏｎｐａｒｉｓｏｎ状況下 

 さていよいよコンパリだ。このエリアは前述したとおり、アーギュメントの肉弾戦だ。いい

Ｓを考える暇があったら相手の主張をねじ伏せる、ぐらいの気概で臨んでほしい。そんな中最

後に勝負を左右していくのは、今までのテーブルでいかに自分がパンツから信頼されているか、

すなわちオーソリティなのだ。もちろんアーギュメントが強ければ問題ないのだが、その力が

拮抗している時にオーソリティは大きな助けになるはずだ。極論、そうするためにいままでい

いＳとはなにかだのを一緒に考えてきたのだと著者は思う。アーギュメント力が同じ場合、オ

ーソリティがコンパリの全てを占めるといっても過言ではないのだ。よってここではオーソリ

ティについていくつか思うところを述べておく。 

 

一、オーソリティを得んとして相手に媚びるのは愚の骨頂なり 

 人からの信とは媚びへつらって得るものではなく、理路整然とした状況分析から得られるも

のである。もちろんこれはＤｉｓにおいてのみ当てはまるものだが、とにかく相手をヨイショ

してオーソリティを得ようとすることは見苦しく、「ウサんくせぇよ、あいつ」で終わってし

まう。 

 

二、相手に退場宣告するは自らの退場を意味する 

 前述した、コンセンサスに反するから却下！といった広義のＳを打ちつづけていると、おの

ずとオーソリティは失墜し、自分の首を締めることになる。後でやりましょうだの、インテン

ションは何？だの審判のような発言をすれば早く進められるし、実際必要なことも多いが、あ

まりやりすぎるとかえって時間を食われるものである。、なぜなら、後半（特にＤＡ）では全

員が競って話そうとするため、その時にオーソリティがないと相手の意見を切りきれないから

だ。退場宣告は宣告する側に大きなデメリットを残すため、やるとしても傷跡があまり残らな

い方法でやることを薦める。焦って先を急いでは後で苦しむことになろう。「急がばまわれ」

ということだ。 

 

三、権威という刃は自らを斬ることもある 

 いかにオーソリティが大事だといっても、それに頼りすぎてはいけない。いくらオーソリテ

ィを溜め込んだところでいつかはそれを捨てる覚悟で相手を切らなきゃいけないときがくる

のだ。その時、実際そうでも「なんだよ、あいつ手のひらコロっと返しやがった」と思われて

はまずい。そうなては今まで溜め込んできたものが、逆に自分への脅威となってしまうのだ。

したがって、そう思われないためにもあまりオーソリティに頼り過ぎないことだ。 

 

と三つほど挙げてみたがまだまだあるだろうから、プレパを積んで色々研究してみてほしい。



とにかく自分なりに考えた方法でコンパリまでにオーソリティをためて、自分のやりたいこと

を遂行してもらいたい。 

 なお、上に記した方法は、自分の性格上なかなかテーブルで信を得られないがために用いた

奇策に過ぎない。よって高野氏のように、理路整然と分析することができ、かつ自然にテーブ

ルの信を得られるならばそれにこしたことはない。自分のキャラを把握した後、なんでテーブ

ルでオーソリティがないの？と思ったときに参考にしてもらうぐらいが調度いいと思う。 

 

＜最後のまとめ＞ 

 Ｓとは提案である。まとめ、といっても本当にこの一言に尽きる。少し突っ込めば、「案」

とはコンセンサスを破った守ったなどという「事実摘発」ではなく、コンセンサスやデータと

いった客観的に確定している事実を基に提示される「自分の案」であり、それは新しい「案」

であるべきなのだ。コンセンサスやデータといったものはパンツ全員に与えられるものだ。要

はそれを基礎として、いかに斬新で、かつ話し合う状況に適した（つまりＷの有するというこ

と）「案」を提示するかでＳの善し悪しが決まってくるのだ。斬新過ぎてはＷを欠き、Ｗが強

すぎては斬新性に欠けるのだ。そのバランスは自分の感覚をものさしにしてよいが故に、自ら

の経験を以ってでしか培うことはできない。Ｓの善し悪し。それは一言でいえば、斬新性とＷ

のバランスが見事にとれている提案ということになろう。 

 うなずけない読者もいるだろう。それならそれで本当にかまわない。なぜならこのＳのセオ

リーは絶対的なものであるはずもない、アホな我々から生まれたものだから。 

 

＜編集後記＞ 

 この文章を書き終えて正直、「プレゼン悪ぃな、おい」と何度も思ったが、この文書が何か

の手がかりとなってくれれば著者としてはとてもうれしく思う。 

 まぁ考えてみればＳなんてなくったって、誰かうまくテーブルを進めてくれる人が一人でも

いれば、問題ない。こんな文書を作っておきながらで申し訳ないが、自分より明らかに上手く

テーブル進行ができる人がいれば、任せてしまうのが最上の策かもしれない。いや、ホント。

でも優越感にようなものに浸りたいなら、ハンドリングとは欠かせないもので、不思議とそん

な動機でも始めてみるとなかなかどうしておもしろいものでもある。ハンドリングという言葉

が持つ甘美な響きに踊らされて、ハンドリングばっかりやっているのもどうかと思うが、やっ

て損はない。 

 かっこよさそうだが嫌いなハンドリングをやらずに、好きなことをやってるのがＤｉｓを楽

しむ近道だとは思うのだが、そのためには皮肉にもハンドリングが必要となることがある。「結

局やりたいことができなかったよ」と言わないためにハンドリングって必要なんだな。なんか、

学歴みてぇだな。と著者としては思うのだが、まぁ人それぞれだろう。 

 この辺は見解が分かれるところだが、少なくともハンドリングをした方がしないよりもＤｉ

ｓが楽しくなると思う。なぜなら長々と書いてきたように、ハンドリング、すなわちＳはアー



ギュメントと同じように一律に良いというものはなく、人によって方法は十人十色にあるから

だ。また、どうでもいいことなのだが春セミやアセンブリーといったランクの出る大会では必

ず要求されるものなのだ。ランクなんてどっちでもいいが、低いよりは高い方がいいと思うの

でがんばってほしいが、そのためだけにやらず「もうちょっとＤｉｓの楽しさを知ってから引

退しよっと」と思いながらやるほうがつかれないし、飽きないと思う。気楽にやってみたほう

がいい。 

 こんな感じでそろそろ終りにしたいが、最後に、長々とした説明に最後までつきあってくれ

たことに、感謝の意を表したい。 

 

 

完 


