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まま  ええ  がが  きき  

 

 本書は 2002 年度に日本大学で用いたセオリーブックを元に編集された。中身は大体同じで、

新たに 11・12 章が追加された。追加したのは Argument と Handling である。これら２章を追加

したことで、一応ディスの体系をほぼ網羅したことになっている。 

 本書はすべてのディスカサントが使えるように書いたつもりだが、メインターゲットは１・

２年生を想定している。ディスカッションの基礎を書いたつもりだからだ。といっても章ごと

にレベルのばらつきがある。本書の内容を超えるものは JIDM 秋フォーラムで配った冊子等を

見て補ってほしい。 

 本書の使用法だが、通読するもよし、章ごとに読むもよし、自由に使ってもらってかまわな

い。著者が意図する使用法は通読であるが、そのために Argument と Handling は最後にもって

きている。 

 本書の内容は著者による私的見解ではあるが、できるかぎり正確に書いた。もしも誤りを見

つけた場合は、JDN jdn_information@yahoo.co.jp までメールしてほしい。修正するためである。 

 本書を活用して、ディスのレベルアップを願うばかりである。 

 

 

mailto:jdn_information@yahoo.co.jp
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昔昔  のの  まま  ええ  がが  きき  

 

本書はディスカッションの入門書である。これからディスカッションを学ぶ人、学んでいる

が復習をする人、教えるのに適当な書物を求めている人、このような人を対象に本書は企画さ

れた。本書は日本大学英語研究会ディスカッションセクションにおいて使用されることを念頭

において作られている。 

 入門書はこれからディスカッションをやっていく人が、知っておくべき知識を得られるよう

に書かれているものである。従って本書でも、知っておくべき知識をすべてフォローするよう

に書いたつもりである。 

 ディスカッションの入門が書かれたものはけっこうある。毎年各大学では、チーフやネゴが

書いているだろうし、ネットをさがしても５つくらいは見つかる。それでもなお本書を書こう

と思うにはなんらかの理由がある。 

 

１、ていねいに書かれていて、ディスカッションに触れたことがない人にもわかるように

書かれている（はずである）。 

２、例をできるだけ多く使うことにより、理解を助ける。また教えるにも都合がよい。 

３、けっこう自己満足ということもある。 

４、もしも自分がいま一年生でディスカッションを一から学ぶときに読みたいなと思う本。 

 

というような理由からである。他のいわゆるセオリーブックと呼ばれるものを読んでいて不満

に思っていたことは例の少なさである。理論を理解するという点では申し分ないこれらの本も、

いざ実践で使おうとすると、かなりの飛躍を必要とする。実際にセオリーをディスカッション

で使えないのだ。そしてディスカッション初心者は悩み・苦しみ、ディスカッションはなんて

つまらないものだと思ってしまう。もっとひどいとやめてしまう。それでは悲しいではないか。 

 そこで本書ではできるだけ各項目で例示を行い、実際の場面ではどのような話し合いが行わ

れるのか、どうやったらできるのかを解説することにする。読者は例と解説を読むことにより

典型的なディスカッションの一場面をなぞって理解することができる。これにより、ディスカ

ッションに対する具体的なイメージをもつことができる。 

 具体的なイメージを持つことができたら、あとは実践である。本書の目的の一つに実践をさ

せるというものがある。理解したら実践というわけである。この段階ではある程度のことは理

解しているだろうが、実際にやってみると意外とできないことがある。できないことは何なの

か（Problem）、なぜできなかったのか（Cause）、どうしたらできるようになるのか（Solution）。

これらを考えることにより、実践的な力を身につけていくことができると考える。本書は実践

を通して、考え、力をつけることができるようにすることを意図する。 

 本書で力を入れているのは基本である。基本が身につかないうちに応用をしても伸びない。

なぜなら応用というのは基本を組み合わせたものを言うからである。だから基本ができないう

ちに応用をやっても意味がないのである。 
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 基本の中でも、本書では Logic と Presentation の二つに特に気をつけて書かれている。Logic

というのは Logicの三角形と Argumentを指し、Presentationは技術的な話（CCF、NLC、Confirmation

など）と概説的な話（なぜプレゼンを学ぶのかなど）を指している。 

 本書の一つの結論としてディスカッションはプレゼンと Logic さえあればできるというもの

がある。これは英語を使った（日本語でも）コミュニケーションとして、相手を理解するため

に最低限必要なものはこの２つしかないという仮定に基づいている。プレゼンは早い話、相手

が理解できるように話すということである。Logic は自分のしゃべる内容に一貫性があるという

ことである。（自分のしゃべる内容になんらかの根拠がある）この２つがあればとりあえず自

分の言いたいことを相手に理解してもらうことが可能であると考える。 

 相手の言うことが理解できず、相手も自分の言うことがわからなければ、コミュニケーショ

ン、対話は成り立たない。対話は相互理解のもとに成り立つものだからだ。対話を可能とする

ために、本書ではプレゼンと Logic を取り上げ、英語でもコミュニケーションができるように

なるようにしていく。自分の主張を明確に相手に伝え、相手の主張も理解し、意見の交換を行

う。意見の交換に必要な Argument ができるようになること。これが本書の最終的な目標である。 

 ディスカッションには三大能力といわれるものがあり、Presentation、Argument、Handling だ

と言われている。そのうち本書では Presentation と Argument について学ぶ。Handling について

は学ばない。Handling は基本の範疇を超えていると判断したからである。効率的な議論、議論

の混乱をさける等々のためには Handling は重要な能力と言えるがこれはなくても議論そのもの

は可能である。よってコミュニケーションに必要最低限ではないと判断した。 

だが、Handling もディスカッションでは重要なものとして位置付けられているのも確かであ

る。本書のスタンスとして Presentation、Argument がある程度できるようになったら Handling

を学ぶのがよいだろう、と考える。Handling というのは多分にプレゼン、Argument、セオリー

の理解にかかわっているからである。よって本書では Handling については示さないが、基礎を

学んだらぜひとも挑戦してほしい。 

 本書の中で特に重要だと思われる、３章、４章、７章、８章は何度も読んでほしい個所であ

る。まずはこの４つの章をマスターするようにしてほしい。 

 

 最後に紹介しておきたい文章がある。この文章はだいぶ前の関西の人が書いたもので、ディ

スカッション活動をやっていくうえで重要なことが書かれているので、のせることにした。 
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Discussion の定義 

 「Discussion」とは「話し合い」全般を指します。国会やサミット、学級会、企業の企画会議、

主婦の井戸端会議、友達のうわさ話など、例をあげればきりがありません。それぞれの Discussion

がそれぞれの特質をもっています。 

 では、E.S.S.で行っている Discussion(以下 Dis)はどのような特徴をもっているのでしょうか。

それには主に以下の３点があります。 

 

１、英語で行われる。 

２、理論的、理性的に話し合いが行われる。 

３、効果的、建設的に話し合いが行われる。 

 

１、は E.S.S.で行うのですから当然ですよね。 

２、は、誰かが意見を出したり反論したりするときの特徴です。理論的というのは要するに

意見には必ず理由をつけるということを意味し、理性的というのは table(Dis を行う場)内の秩序

を乱さないようにするということです。つまり、独りよがりな発言や、他の人の発言をむやみ

にさえぎるような行為は慎まなければなりません。 

３、は、何らかの結論を得ようとするときの特徴です。効果的というのは常に結論を導き出

そうと努力することを意味し、建設的というのは段階を踏んで結論に達しようすること、ある

いは対立する意見を折衷し、妥協案を編み出していこうとすることを意味します。だから例え

ば相手の意見に反論するときは、悪い所を指摘するだけですまさず、そこをどうすべきか、と

いうことまで言及しなければなりません。 

 

Discussion の意義 

 なぜ E.S.S.で私たちは Discussion という活動をするのでしょうか。皆さんの中には今後、｢日

常会話程度の英語を聞けて話せるようになりたいのだから、いろいろと面倒くさい Dis なんか

しなくてもいい。｣と思う人もいることでしょう。なるほどそのとおりかもしれません。 

 しかし、私たち E.S.S.の目標は｢英語によるコミュニケーション能力の向上｣ですよね。この

目標を持っているがゆえに、私たちは Dis をするのです。私たちが｢コミュニケーション｣とい

うとき、それはあいさつや世間話程度の意思疎通を意味するものではありません。何かある問

題や話題についての私たちひとりひとりが持つ率直な｢意見｣を論理的に表現することによって、

それらを交換することを指すのです。そして Dis は私たちにそれを実現できる場を与えてくれ

るのです。 

 それでは、英語によるコミュニケーション能力を向上させることがなぜ意義深いのでしょう

か。この問いに対する答えは、日本が国際化に直面していることに目を向ければ導くことがで

きます。 

 幸か不幸か、日本は外国に依存しなければ政治的にも経済的にも科学技術的にも成り立たな

くなってきました。そして同じような国際化が世界中で進んでいます。これに伴って異国間の
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交渉が非常に重要になってきています。このとき、言語だけでなく性格や考え方も国レベル、

個人レベルで違うわけですから、お互いが何らかの合意に至るためには、話し合いの方法は統

一されなければなりません。ここで｢世界語｣のように使われているのは英語である、と言い切

ってもおそらくよい状況であることを考えれば、それは必然的に欧米流になってしまいますね。

すなわち、国籍の異なる人同士の交渉では英語によるコミュニケーションが行われるわけです。

アメリカ人と共同研究するとき、個人輸入するときなど、この類の交渉は結構身近にあるもの

でしょう。 

 そして、特に日本人は｢コミュニケーションの下手な国民だ。｣と欧米の人々から言われるよ

うなのです。これは、日本人は和を重んじ、互いに相手を立てて自分はへりくだるという国民

性を持っているから、たとえば会議で自分から意見を主張することや、相手に反論することが

苦手だからなのでしょう。文句があっても陰でぶつぶつ言うだけの人や、発言してもどうせ変

わらないだろうから何もいわないという人も多いですね。一方、欧米の人々は、個人の自由や

平等、権利を重んじるという国民性を持っていますから、彼らは自己主張し、契約や弁証、明

白さや心理といったものを好むようです。会議でも彼らは曖昧さを嫌い、必ず賛成・反対を理

由とともにはっきりさせますね。だから欧米人の人々から見れば、本音と建前を使い分けるよ

うな日本人の話し合いでは、コミュニケーションが行われているとは到底言えないのです。 

 これらのことから、英会話スクールとは違って日本人だけで英語を身につけようとしている

E.S.S.では、Discussion をはじめ Debate、Speech といった｢意見｣を表現するだけでなく｢論理的｣

に操る活動を行うことによって、英語によるコミュニケーション能力の向上をはかっているの

です。                 

 

『THE COMPANION TO DISCUSSION』より 
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１１章章  デディィススカカッッシショョンンととはは  

 

 本書は ESS に所属していてディスカッションをしてみよう・している人が見ていることと思

う。本文章でいう、ディスとは PDD を指すが、ディスカッションとは何か。誰もが一度は考

えることである。ここでは２つ考えてみる。１つ目は我々がやっているディスカッションとは

何か。２つ目は自分にとってディスカッションって何なのか、である。 

 １つ目のディスカッションセクションでやっているディスというのは PDD1と言われている

ものである。PDD とは Policy determining discussion の略で、政策決定のためのディスカッション

ということである。これはテーブルを囲んで数人で話し合う形式のことを言う。PDD では日本

政府がとるべき政策は何か話し合うのである。 

 それに対して自分にとってディスカッションとは何かという問いかけはいわば、自分のディ

スカッションに対するスタンスであるか、ディスカッションのあるべき姿（理想像）である。

この二つ目の問いかけは皆がそれぞれに考え追及すべき問題である。 

 とはいえ、自分にとってのディスカッション像は PDD と何のつながりもないのだろうか。

そうではないだろう。自分のスタンスは実際に PDD をやるうえで、ディスの中に現れてくる

ものだからだ。例えば、自分がとにかくアーギュメントがしたい人であるとしよう。あるトピ

ックには～という意見をもっている。この点について意見を交換したいと考えている。どうし

たら意見の交換がディスカッションでできるだろうか。どこでどのような話をしたら交換がで

きるのか考えるはずだ。それがコンパリ2かもしれないし、NFC3（Necessity for Change）かもし

れない。自分にとって最適の場でやればいいだけの話なのである。 

 自分のスタンスを持ってディスカッションをするということは PDD をやるうえで非常に重

要なことであるのは上の例でわかるかと思う。簡単に言えば、「自分はこういう風にディスカッ

ションをしていこう」ということなのである。それもなくただディスをやるというのは受身の

ディスであり、これが自分にとって有意義なのか、楽しめるものなのかはあやふやではなかろ

うか。みんなにはディスに対する自分のスタンスをもってディスをしていってもらいたいと願

っている。 

Value Discussion と PDD (Policy Determining Discussion) 

 ESS で行われているディスカッションには大別して２種類のディスカッションがある。PDD

と Value Discussion4である。PDD は日本政府がとるべき政策についての話し合いであると書い

                                                 
1 PDD：Policy Determining Discussion、日本政府がとるべき政策は何なのかを話し合う討論。 
2 Comparison、比較のこと。PDD でいう比較とは通常 Advantage と Disadvantage の比較の

ことを指す。 
3 NFC：Necessity for Change、現状を変えることは必要かどうか日本政府の視点から話し合

う場所。後述するが、このエリアに関する理解はかなりまちまちであり、統一見解はないと言

ってよい。 
4 直訳すれば価値ディスカッション。各人の価値観、考え、思いの交換を目的とした討論であ

る。これにもいくつかあり、freshman meeting のようなものや、after movie discussion のよ
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た。それに対してバリューディスは個々の意見交換を目的とディスカッションなのである。両

方のディスカッションとも意見の交換は行うが、違いはそこからテーブルの統一見解を作るの

かどうかということである。統一の見解を作ろうとすることに反対する人もいるし、逆にそれ

を好む人もいろいろである。自分では統一見解を作ることが困難であるからこそ、面白いのだ

と思っている。 

Everything is disputable.5 

 我々がやっている PDD にはいくつかの制限以外、ディスカッションをしばるものがない。

しばりというのはタイトル、時間くらいである。すべてはディスカッションの最中に決める。

用語、ディスを進める手順（これを Procedure と呼ぶ）などもそうだ。ディスカッションではす

べてに議論の余地があるというのが暗黙の前提なのである。「絶対にこうする」というのはな

い。Narrowing というディスカッションの一番はじめにディスのルールを決めるが、それでさえ

必ずこうしなければならないというきまりはない。よって決まりごとであっても、理由があれ

ば改めて議論することができる。 

この点においてディスカッションは特殊なのである。ディベートはルールがしっかりと決ま

っていてディベートの最中にルールが覆るという話は聞いたことがない。ディスカッションで

は覆ることがありうる。ディスはいわばルールの書かれていないルールブックをもとにした競

技なのである。その都度必要になればルールを決めていくのである。これは自分の好きなよう

にディスカッションをあやつることができうる反面、混乱をもたらす可能性も同時に秘めてい

る。 

 

Burden of  proof6 

 Burden of  proof は立証責任である。立論する人は自ら理由付で主張を立証しなければならな

い。 

反論する場合も同様である。反論する人が反証する責任を追うということである。反論をす

るときは、反論するにたる理由を示さなければならないのである。例えばオピメ7が何かを証明

しようとしていたときにデータがないから駄目、と反論するのではなく、なぜデータがないと

いけないのかを説明しなければ burden of  proof は果たされたとはいえないということだ。また

オピメのプランをつぶした人は対案を考えているというのが前提である。 

                                                                                                                                                       

うに映画を題材としたものもある。 
5 すべてに議論の余地がある、という意味。 
6 立証責任である。この burden of proof があるためにディスカッションが建設的足りうるので

ある。自らの責任において意見を主張し、立証する。これが burden of proof である。なお反

駁責任として burden of rebuttal というものもある。 
7 オピメ：Opinion maker のことである。別名 Opinion presenter、オピプレ、オプレとも略

される。大学によって呼び名が異なる。関東ではオピメと呼ぶ場合が比較的多いようである。 
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２２章章  デディィススカカッッシショョンンのの流流れれ  

 

  ディスカッションをやるとき、数人でテーブルを囲んでやる。これはインナーで PD8(Practice 

Discussion)をやるときでも大会でディスをやるときも同じである。そのとき、たいてい以下の

役割を持った人たちに分かれる。 

 

①議長 Chairperson9（チェアパー）もしくは Table leader10: 1 人 

②Opinion presenter（Opinion maker、オピメ）: 1 人 

③Examiner11: その他 

 

①～③の説明をする前に、PDD には２種類のやり方が存在する。Formal Style12, Informal Style13

である。 

Formal Styleはすべての発言をOrderで行うディスカッションを言う。Informal StyleにはFormal

の制限はない。通常の PDD は Informal Style を指すと考えてよいが、一年生の教育目的のディ

スではしばしば Formal Style で行われることがある。 

  １の議長は、Formal Style＝Order 制のディスのときにすべての参加者の発言を聞いて、ディ

スを進行させる役割を持っている。参加者（Opinion presenter + Examiner = Participants14）が発す

る Order をきいて、それに応じて発言を許可する権限を持っている。Informal Style では、原則

としてディスにはあまり介入せず、ディスの終わった後の Reflection15(日本語で行われる)で、そ

の日のディスについてのコメントを述べる役割を持つ。議論が混乱したらディスに介入し混乱

を解消することもある。 

春セミ16・アッセンブリ17というランクのつく大会では Judge はいるが、①の Chairperson はい

                                                 
8 Practice Discussion、練習のこと。大学ごとにものと個人的に行うものがある。大学によっ

ては Conference と呼んでいるところもある。また「指し P」という「指し（二人）で PD を

やる」というスラングも存在する。 
9 Chairperson は日本語でいう議長のことである。ディスでは上級生が担当し、下級生のディ

スを見て、リフレ（後述）をする役割を担う。通常 Chairperson は介入しない。 
10 Table leader は Chairperson とよく似た役割で、上級生が担当し、リフレをする。

Chairperson との違いはディスに介入するかどうかである。ただしこの違いは現状ではあまり

重要な違いではない（Chairperson だろうと介入することはあるのだ） 
11 Examiner とはオピメ以外のテーブルの参加者を指す。 
12 Formal style とはすべての発言を Order によって行うディスである。 
13 Informal style では Order は使わず、Participants（後述）は自由に発言してよいことにな

っている。通常 PDD は Informal style のディスを指す。 
14 参加者全員を総称して Participants と呼ぶ 
15 反省のことである。ディスでは２種類の意味で使われる。一つはディスが終わった後に

Chairperson（Table leader）から言われるアドバイス、駄目だしのこと。もう一つは大会終了

後などに大学ごとに円陣を組んで行うものである。 
16 KUEL（Kanto Universities E.S.S. League）が主催する大会。正式名称は KUEL Spring 

Seminar。前期の二大大会（ランクのつくでっかい大会）のうちのはじめに行う大会である。

代が変わりいきなりこの大会である。成績残せないとへこむ。 



Introduction to discussion 

 - 11 - 

ない。 

  ２のオピメは、タイトル(質問形式になっている)に対する「答え」の案である Opinion18を発

表する役割を持つ。P.D.D. (Policy Determining Discussion) は、Examiner がこのオピニオンを吟味

することによって進んでいくので、オピメは必然的にディスを主導していかなければならない。

従って、オピメをすると話す機会が多くなる。一年生のうちはオピメをたくさんやれといわれ

る所以である。 

３の Examiner は、１、２以外の参加者で、オピメのオピニオンを吟味する。オピメの主張に

納得がいかなければ反論するし、賛成ならサポートする。Examiner であっても、ディスを進め

たり、議論をまとめたりするための提案を出して、ディスの進行に貢献することもできる。 

 

実際の流れ 

大会でディスカッションがどのように進行していくのかを書いていく。 

 

① Self-introduction（自己紹介） 

② Narrowing 

その日のディスの目標を決定（確認） 

目標達成のための Procedure 設定（オピメの決定） 

③ オピニオンの吟味（オピメが進める） 

１．Analysis of  the Status Quo（A.S.Q.：現状分析） 

２．Plan（計画・解決策の案） 

３．Comparison（AD と DA の比較） 

４．Conclusion（Plan を採用するか、しないか(Policy)の決定） 

 

 ディスが始まって一番はじめにすることは自己紹介である。ここで名前、大学名、学年、を

言う。そのほかディスの個人的な目標なども言う。はじめのうちは自己紹介を事前に準備して

おくこと。セルフイントロが唯一事前に準備をし、誰にも邪魔されずに英語を話せる場所であ

るからだ。 

 次は Narrowing。Narrowing ではディスの目標と目標達成のための手順を決める。このときに

オピメも決める。 

 Narrowing でオピメを決めたら、オピメのオピニオンに沿って話合いが行われる。話し合われ

る順番は ASQ、Plan の順である。Plan 側では最後にコンパリをして、結論を得る。 

ディスが終わったらリフレ19をする。ここで、チェアパー20の人がパンツ21にコメントをする。

                                                                                                                                                       
17 前期二大大会のあとの方。これも KUEL 主催である。正式名称は All Japan Students’ 

Assembly。関東・関西予選を行い上位数名が Finalist として Final（決勝戦）を行う。日本

一を決める唯一の大会である。毎年、Final には魔物が住んでいると言われている。 
18 オピメが作る「タイトルに対する答え」の案である意見をまとめたもの。６章参照。 
19 Reflection の略。 
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自分なりにノートにメモをとる。 

これでディスは終了である。このあと Closing ceremony を行い、あとは大学ごとにリフレを行

う。 

                                                                                                                                                       
20 Chairperson の略。チェアパー、C/P などと略す。 
21 Participants の略。 
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３３章章  LLooggiicc  

 

Logic とは論理のことである。この能力はかなり重要だと言われている。ディスの三大能力の

１つにまでなっているくらいだ。（ちなみにディスの三大能力とは Presentation、Argument、

Handling の３つを指す。Logic は２つ目の Argument を指している。後述） 

 注意してほしいのは、ディス界（ESS 界）で言われる Logic というのは Toulmin という論理学

者が考案した logic triangle のことである。主張と理由付けを構造化したものが logic triangle であ

る。以後 Logic とは logic triangle（Logic の三角形）のことを指す。 

 

Logic の３要素 

Logic は、以下の 3 要素から成り立っている。 

Claim 主張：言いたいこと。 

Data データ：主張を支える事実、資料、根拠 

Warrant 論拠：データの解釈、データから主張を導く説明 

それぞれを英語で定義すると、 

Claim: what you want to insist on and you think it is correct. 

Data: evidence or information that proves (support) the claim 

Warrant: acceptable reason which leads to the claim from the data 

となる。 

Logic の３角形 

  Logic の３要素を使って、Logic を作る。下の三角形を見てほしい。 

 

  ［例］①Claim：おぐはかっこいい。 

 

③Warrant：ファッションセンスがよい人はかっこいい。 

 

②Data：おぐはファッションセンスがいい。 

 数字は発言順序を示す 

 

（文にすると） 

おぐはかっこいい。なぜならおぐはファッションセンスがいいから。ファッションセンスがい

い人はかっこいい。だからおぐはかっこいい。 

 

もしくは 

おぐはかっこいい。なぜならファッションセンスのいい人はかっこいいからである。実際おぐ
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はファッションセンスがいい。だからおぐはかっこいい。 

 

Logic の作り方 

 Logic のもっとも簡単で、誰でもできる方法を示す。Logic を作るには Claim、Data、Warrant

の３つがあればよい。Logic を作るというのは何か証明したいことがあるはずである。それが

Claim であるから、３つのうち１つはもう示されている。ここでは「おぐはかっこいい」にし

よう。あとは Data と Warrant さえ作れれば Logic は完成である。 

 

＜初期状態＞ 

Claim：おぐはかっこいい。 

 

Warrant： 

 

Data： 

 

 次は Data である。単純になんでおぐはかっこいいのか理由を考える。なんでもいいから何か

考える。ここでは Data：おぐはファッションセンスがいい、だとする。すると以下のようにな

る。 

 

C: おぐはかっこいい。 

┣ Ｗ:  

Ｄ: おぐはファッションセンスがいい。 

（C：Claim、D：Data、W：Warrant） 

Data ができたらあとは規則的に Warrant を作ればいいだけである。どのように作るかという

と Data と Claim がつながるように作ればいいのである。 

 

おぐ＝かっこいい 

おぐ＝ファッションセンスいい 

であるから、ファッションセンスいい人＝かっこいい人であれば、おぐはかっこいいというこ

とが言える。よって Warrant は 

W：ファッションセンスがいい人はかっこいい 

となるわけだ。まとめると 

おぐ（A） 

ファッションセンスがいい（B） 

かっこいい（C）、とするならば 

 



Introduction to discussion 

 - 15 - 

③A=C  おぐ＝かっこいい 

┣②B=C  ファッションセンスがいい＝かっこいい 

①A=B  おぐ＝ファッションセンスがいい 

 

①A=B  おぐ＝ファッションセンスがいい 

②B=C  ファッションセンスがいい＝かっこいい 

①、②より ③A=Cおぐ＝かっこいい！！ 

ということである。これを Logic の公式ということにしておく。これはいわゆる三段論法とい

うやつである。 

Logic の検証 

 Logic を作ることができても作った Logic が検証できなければ、意見がただしいのかどうかわ

からない。しかし、Logic の検証といっても簡単である。Logic の検証は Data と Warrant の２つ

を検証すればいいだけである。DataかWarrantどちらか一方が成り立たなければ Logicは壊れる。

Logic が壊れるということは主張が成り立たないことを意味する。よって主張が成り立つかどう

かを検証するには Data と Warrant 両方が成り立っていることがわかればよい。 

 どうやって Data と Warrant の検証をすればいいのか。単純にもう一つ Logic を作ればいいの

である。Data の下にもう一つ Logic、Warrant の下にも Logic。何かを検証する場合、Logic を一

つ作って検討してやればよい。これを One more Logic の公式と名づける。 

 

Argument について 

 Argument とは議論のことだが、ディスでは Logic を使い、主張、反論を証明するための方法

として Argument がある。 

 Argument は立論と反論という２種類の議論に分かれる。 

 

  ①立論 

議論 

  ②反論   a) Direct Objection 

       b) Indirect Objection 

 

①立論 

 立論は何かを証明することを言う。「おぐはかっこいい」を Logicで証明するのは立論である。 

 

②反論 

反論は立論に対して、「それはちがう」ということを証明することである。反論には Direct 

Objection と Indirect Objection の２つがある。 
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a) Direct Objection 

 Direct Objection は立論された Logic の Data か Warrant に Direct に反論することを言う。Data

か Warrant が間違っていることを証明することである。Direct Objection を成立させるためには

Data か Warrant がおかしいという Logic を立ててやる（立論する）。 

 

b) Indirect Objection 

 Indirect Objection は立論された Logic それ自体には反論せず、別の Logic を立てて立論を否定

する方法である。その際、自分の意見の方が優れている（優位性、superiority）ということを証

明しなければならない。そうしないと相手の意見を否定できたことにならない。 
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４４章章  PPrreesseennttaattiioonn  

 

 Presentation は自分の意見等を他人に発表することを言う。プレゼン22はいいに越したことは

ない。相手に伝わるように言わなければ意味がない。我々は相手に自分の意見を理解してもら

い、話し合いを進めていくことでディスを進行することができるのだ。 

 この章では相手に効果的に理解してもらえるようなプレゼンについて学んでいく。なぜこの

ようなプレゼンを学ぶのかは、たとえどんなに素晴らしい意見をもっていたとしても、それが

相手に伝わらなくてはあなたの意見が宝の持ち腐れになってしまう。それは大変残念なことだ。

互いに意見を理解しあい、ディスを進めていくために、効果的なプレゼンを学ぶのである。 

 本章では、Presentation を４つの側面から見てみたい。 

 

① 言葉づかい (wording or choice of  word) 

② 話し方  (delivery) 

③ 話の構成  (organization) 

④ 発言の種類 (order) 

 

① 言葉づかい(wording)…簡潔、明快に 

 聞き手にとって曖昧な表現は、さまざまな解釈ができるという点で、理解の妨げになる。

Confusion23を避ける意味でも、曖昧な表現は避け、簡潔で明瞭は表現を使うのが望ましい。 

 相手の英語力、理解力に合わせて使う単語を変えるというのも手である。要は相手が分かる

言葉づかいをしなさいということである。 

 

② 話し方(delivery)…Speech のように 

 話し方はテレビのアナウンサーを想像してほしい。いくつかのポイントがある。 

はっきりと大きな声で話す。 

ポーズ、スピード、抑揚 

人の目を見て話す 

顔の表情 

 ＃目くばり、気くばり、心くばり 

 

③ 話の構成 (organization)…構成はシンプルにわかりやすく 

 話の構成次第で相手の理解が変わってくる。時と場合により相手が理解しやすいように構成

                                                 
22 Presentation の略。 
23 混乱状態のこと。つまりテーブルが混乱している状態を指す。誤解に基づく Confusion がほ

とんどといってよい。 
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するのがベターであるのはいうまでもない。ポイントは相手にどのように話したら理解しても

らえるのかを知ることと、相手に伝えるための方法論である。 

 相手に理解してもらうように話すといっても、唯一の正解はないと考えた方がよい。同じ人

に同じことを言ったとしても、理解してもらえるときともらえない場合があるからである。そ

の時々に応じてプレゼンの仕方を使い分けていくべきなのである。 

 残念ながら、相手がいまどのような情報を欲しがっているかを完璧に見抜く方法論を私は持

っていない。この作業は勘と経験が左右する領域である。ただし闇雲ではなく、ある程度の確

実さを持った方法というのは存在する。それがこれから説明する、CCF、NLC、AREA、３D で

ある。 

 

CCF24（Conclusion comes first） 

 自分の言いたいことを最初に言い、そのあとに説明していくやり方をいう。通常我々が日本

語で話をする場合、結論を最後に持ってくることが多い。それとは逆に結論をまずいい、それ

から内容の説明をしていくのである。 

 

例）おぐってかっこいいよね（conclusion）。なぜって…。 

 

NLC25（Numbering Labeling Claiming） 

 あることについて複数言うことがある場合に用いられる方法。 

Numbering 話すポイントの数 

Labeling そのタイトル 

Claiming タイトルの内容 

 

Numbering で自分の言いたいことがいくつあるのか示し、Labeling で何について話すのかを言う。

最期に Claiming でそれぞれの内容を説明する。 

 

N：I’d like to explain three points about the appeal of  Ogu. 

L： First is about his body. 

 Second is about his character. 

 Third is about popularity among boys. 

C：As for first point, his body is so cute. As for second one, he is kind. As to third, he is very famous for 

boys. 

 

自分の言いたいことをいうときに NLC を使う場合のほかに、論点の整理等に NLC を使うこ

ともよくある。 

                                                 
24 CCF：自分の話の結論を最初に言うこと。 
25 NLC：複数言うことがある場合に一つずつに分けて説明していく方法。 
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AREA26（Assertion Reasoning Evidence Assertion） 

 AREA とは最初に話の結論をいい、次に理由とそれを裏付けるデータをいい、最期にまた同

じ結論をいうやり方をいう。AREA はオピメが ASQ で現状を証明するために使う場合、あるい

は Logic を使って何かを証明したいときに用いられる。 

Assertion 主張 

Reasoning 理由 

Evidence データ 

Assertion 主張 

Logicに三角形にあてはめると AssertionがClaim、ReasoningとEvidenceがDataにあたる。AREA

には Warrant の概念が存在しないので、Warrant も言う場合は、Assertion、Reasoning、Evidence、

Warrant、Assertion のようにいえばよいであろう。 

 

Problem で「The death penalty is carried out.」という文を証明しようとしている場合。 

 

I’d like to prove the actual situation.  

A：The death penalty is carried out. 

R：Because of  the execution of  the death penalty, condemned criminals are killed. 

E：According to Hanzaihakusyo 2000, “(quote) 5 condemned criminals are killed by the death penalty in 

1999.”(unquote) 

A：Thanks to this evidence, I can say this situation is proved. 

 

もう一つの AREA 

 AREA には自分の意見を伝える場合に使うものと、反論するときに使う AREA がある。これ

は反論の方法論である。 

 

Argument of  the opponents  相手の主張 

Refutation（もしくは Rebuttal） 理由を示して反論 

Evidence    反論の根拠 

Argument of  your own  自分の主張 

 

A：You said Mr. Ogura is cool, because his fashion sense is good. 

R：But, I think Mr. Ogura is not cool, because his sense that is casual is old fashion. 

E：According to Smart July 2002, “The casual style is gone.” 

A：So he is not cool. 

（例えばの話です、あくまでも…） 

                                                 
26 AREA：最初に結論をいい、次に理由とそれを裏付けるデータをいい、最期にまた結論をい

う方法。 
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３D27（definition divide different point） 

 ３D は主に話をまとめるときに使うやり方で、Confusion を避け話を円滑に終わらせるための

心得である。ゆえに話の構成に含めるのは少々おかしいが、３D も大変重要な方法なので、し

っかり身に付けてもらいたい。 

 ３D は話あいの際に気をつけるべき３つのポイントを教えている。（これら３つは、しっか

り確認しないとごちゃりの原因になりうるものである。ということは Handling をしたいと思っ

ているのであれば、当然この３つはできるようにしておくのがよい。） 

 

definition  定義 

divide   分割 

different point  相違点 

 

 一つ目は定義である。曖昧な言葉を定義もせずにお互い使っている状態はその言葉に関して

違った解釈をしている可能性がある。その場合、Confusion が起こることもある。話がかみ合わ

ないことを避けるために、定義をしなさいというわけだ。 

 二つ目は分割（分類）である。イメージとしては Classification、分類せよということである。

あるターゲットは例えば３つのグループに分類できるとする。もしも分類せずに、どのグルー

プのことを話しているのか分からないまま話し合いが進んだとしたら、言った、言わないの水

掛け論になりかねない。それを避けるために分類せよということである。 

 三つ目は、相違点を見つけろということである。これは二つ目と関連したものである。分類

するためにはグループごとの相違点を見つけ出してやらねばならない。ゆえに二つ目と三つ目

はペアである。さらに一つ目も相違点を見つけ、分類するためには、それぞれの定義ができて

いないと話にならない。三つとも非常に重要な考え方である。 

 ディスをする場合、この３D は常に意識して欲しい。ディスでごちゃるときはたいてい３D

ができていないか、不十分なときである。話がかみ合わないときは一度、冷静に３D を考えて

もらいたい。 

 

ここからは＋α 

Short Sentence 

 これは直訳すると「短い文」だが、短くしゃべれである。英語で延々と長く喋られてもよほ

ど筋の通った発言でもない限り理解するのは非常に困難であり、短く簡潔に喋ることで相手に

理解させるということである。 

目安は 1 回の発言でだいたい Logic１、２個分までだ。これは３～５センテンス分くらいだ。

これ以上長々としゃべると、理解してもらえないことがよくある。理解してもらえなければ、

                                                 
27 ３D：話し合いを進めていくときには３つのことに気をつけなさい（定義、分割、相違点）

というありがたい教え。 
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もう一度喋ることになってしまい、時間の無駄になってしまうのだ。一度に言うのは３～５セ

ンテンスくらいまで。これを目安にやってみてほしい。（無論例外もある） 

 

Logic 

 筋の通った発言をしなさい、ということである。しっかりと意味の通った Logic は理解しや

すいということだ。 

 

④ 発言の種類(order)…発言の種類・意図は明確に 

 Order とはディスの全発言をその目的と内容によって分類したものである。発言の種類を知

ることは自分がどのような意図をもって発言しているのかを明確にするという意味で重要であ

る。 

 Order はこのあとの１０章で述べる。ここでは軽く触れる。Order には主に、Confirmation、

Suggestion、Question、Answer、Opinion、Objection の 6 種類がある。ディスではこれらの Order

を駆使し、ディスを行っていくのである。 

 ここでは特に Presentation の際に重要だと思われる、Confirmation についてのみ述べる。

Confirmation は文字通り確認だが、時と場合によって何を確認するか、何のために確認するか、

誰のために確認するのか、が異なってくる。ここでは簡単な Confirmation の分類と手順を確認

してみたい。 

 

Confirmation の手順 

１、確認する点を明確にする 

２、話の構成を考えて確認する 

 CCF、NLC 等を使って 

３、自分のした確認がただしいかどうか、確認する 

 

Confirmation の種類 

１、Repeat 

２、Summarize 

３、Talking point 

４、Leading 

 

 １は前の人と同じことを繰り返すこと。２は話をまとめること。このときに NLC、CCF など

を駆使して行う。これらを使わないと１との違いがなくなる。３は話の論点を整理してやるこ

と。４は相手の発言から新たなポイントを引き出すこと。 
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５５章章  NNaarrrroowwiinngg  

 

Narrowing はいわばディスカッションのルール決めの場である。なぜ Narrowing が存在するか

と言うと、ディスカッションをする前にはそのようなルールが決まっていないからである。よ

ってどのようにディスをしていくか、その指針たるべきルールを定めるのである。 

 以下の英文は典型的な Narrowing 例である。通常 Narrowing ではテーブルの Purpose と How to 

achieve the purpose の２点決める。 

 

Why don’t we decide the purpose of  discussion?  The reason is because if  we don’t have any 

purpose, we cannot know what we should do in the discussion.  Do you agree with me? 

First of  all, I’d like to suggest that the purpose should be to answer the question of  the title. There 

are two words to explain. First is title, the other is to answer the question.  I’d like to explain one by one. 

First, title means what policy should the Japanese government adopt concerning “    “ issues?  Second, 

to answer the question means to decide the policy.  I can imagine two kinds of  policy.  First is to improve 

the present situation by taking the plan.  Second is to keep the present situation by not taking the plan.  

And in order to decide the policy, I’d like to set up one criterion.  This is comparison.  After comparison, 

if  the advantage outweighes the disadvantage, then the Japanese government should take the plan. Because a 

task of  the Japanese government is to make better situation. On the contrary, if  the disadvantage outweighes 

the advantage or is equal to the advantage, then the Japanese government should not take the plan. Because 

situation will be worse or will not change. Do you have any question? 

Next, I’d like to explain how to achieve the purpose.  There are 4 steps.  First is to decide first 

opinion presenter.  Second is to examine his or her opinion.  Third is to compare the advantage with the 

disadvantage.  Fourth is to reach the conclusion.  Do you have any question? 

Let’s start the discussion from deciding the first opinion presenter.  Then I have a suggestion.  

That is to confirm the will to be an opinion presenter?  The reason is because if  you have a will to be an 

opinion presenter, you will proceed with discussion smoothly because of  enough preparation.  Do you 

agree with me? 

  If  you have a will to be an opinion presenter, please raise your hands. 

 

 Narrowing には実にいろいろな要素が詰まっており、一通りセオリーを理解しないと

Narrowing を理解することは困難である。よってまずはセオリーの理解を完璧になるよう心がけ

てほしい。そのあとで Narrowing の内容がどうなっているか考えてほしい。 

 簡単な説明をすると、Narrowing で決めていることは２つで、目標とその達成方法である。目

標は to answer the question of  the title で、タイトルに対して日本政府がどのような政策をとるべ

きか、ということに答えることなのである。そのための手段はコンパリであると。 

 目標の達成方法は４つのステップに分かれている。１、オピメを決める。２、オピニオンの

検証をする。３、コンパリをする。４、結論を得る。そして最後にオピメを決めるのである。 
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毎回同じ Narrowing をやるがなぜルールを決めないのかという疑問 

ディスカッションには進化の余地があり、その余地を残しておくため、というのが一応の理

由である。ただし、現在この理由はかなり形骸化したといえるだろう。ほとんどの人が Narrowing

で何かしようとすることもなく、すでにある Narrowing の枠内でディスカッションをしている

からだ。これが悪いというわけではないが、ディスカッションとは何かを考えるうえで

Narrowing は必要不可欠なものであり、一度は自分なりの Narrowing を考えてみてほしい。 

 

ディスカッションは英語でやるという当たり前の前提 

 なぜ英語か。それは ESS の活動だからである。英語でやれなければ ESS ではなくなる。 
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６６章章  FFoorrmmaatt  

 

Format28とはオピニオンプレゼンターが作る Opinion を表現した形式である。オピニオンを作

るためには Format の理解が欠かせない。 

Format には大別して Problem Solving Format、Comparative Advantage Format の２つがある。 

 

Problem Solving Format （Ｐ.Ｓ.Ｆ.） 

  現状で何らかの問題が起こっていて、それを解決しようという Format。現状で採られている

政策の問題点を探り、よりよい政策を打ち出し、問題を解決する。このフォーマットは問題解

決型である。 

 

Comparative Advantage Format （Ｃ.Ａ.Ｆ.） 

  これは現状で深刻な弊害が発生している・いないにかかわらず、政策をとることにより、現

状よりもより良い状態(Advantage：ＡＤ)を実現しようというフォーマット。比較優位型である。 

 

 Formatはこの２つだけというわけではないが、一般によく知られているのはこの２つである。

前述したようにこの Format もディスと同様、絶対に正しいものであるとは限らない。ただ現状

で通常用いられている Format ということである。 

 新しく Format を考えて実践するということもいいのである。ただし新しい Format を考える

前に現状の Format をきちんと理解してからにすべきである。基本を理解せず応用はできないの

である。２つの Format は基本であると肝に銘じてほしい。 

 はじめのうちは Problem Solving Format を使ってオピニオンを作っていく。この Format がもっ

とも基本的な Format である。 

 

                                                 
28 Format とはオピメが作る Opinion を表現した形式である。 
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Problem Solving Format の例 

 

  タイトルが医療問題（What policy should the Japanese Government adopt concerning medical issues?）

のときの Abortion（中絶）の例で説明する。 

 

      1. Analysis of  the Status Quo 

Cause：The Japanese government admits abortion. 

 

Problem：Abortions are done by operation. 

      

Harm：Unborn babies die. 

      

     Seriousness 

QL) death 

QT) 337288 / year (in 2000) 

 

      2. Plan 

      Direction：The Japanese government should help unborn babies. 

      

      Mandate：The Japanese Government should prohibit abortion. 

1. The J.G. should abolish Article 14 of  "the Maternal Protection Law（母体保護法）

". 

2. 2. The women or the doctors should be punished according to "the Criminal Law

（刑法）→abortion will be murder. 

      Advantage：The unborn babies will not die. 

QL) life 

QT) 337288 / year 

 

オピニオンはこんな感じで作ればよい。これらの説明は次章以降にしていく。 
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７７章章  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo  

 

 ７章と８章では Problem Solving Format の説明をする。７章ではそのうち A.S.Q. 29(Analysis of  

the status quo)の説明を、８章では Plan の説明をしていく。この２章は特に重要な章なので何度

も読み込んでほしい。 

 はじめに A.S.Q.の構造を説明する。その後で各エリアの説明をする。 

 

⑤ Cause：自分が提示した問題が起こっている原因を提示する 

 

  ⑥因果関係を確認 

 

① Problem：問題を提示する 

 

  ③因果関係を確認           数字は進める順番を示す 

 

② Harm：自分が提示した問題によって生じている弊害を提示する 

④ Seriousness：Harm で示した害が深刻な害なのかを話しあう 

（以後 Problem を P、Harm を H、Cause を C と略す） 

 

 A.S.Q.でやることは Topic の現状を分析することである。P.S.F.（Problem Solving Format）では

６つのステップに分けて、現状分析を行う。 

① Problem 

② Harm 

③ Linkage between problem and harm 

④ Seriousness 

⑤ Cause 

⑥ Linkage between cause and problem 

（⑦NFC：Necessity for Change） 

 A.S.Q.では３つのセンテンスがあり、Problem、Harm、Cause である。この３つが A.S.Q.メイン

のセンテンスである。残りの Linkage と Seriousness はこの３つの付属物のようなものである。 

P、H、C のエリアに共通してやることが２つある。 

１、definition of  term 

２、proof  of  the actual situation 

１は言葉の定義である。A.S.Q.の検証は厳密さが求められるゆえ、曖昧な言葉があれば、それ

                                                 
29 A.S.Q.は現状分析を行うエリアである。オピメが示す Topic の現状がどうなっているのかを

確認するエリアである。 
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を定義することによりセンテンスを明確にする。１の定義はどのエリアでも単語が曖昧であれ

ばすべきことである。 

定義をするときに気をつける点が２つある。1つは Context、もう 1つは Narrowである。Context

とは文脈のことである。文脈とは言葉の前後関係のことである。単語は前後の言葉により意味

が変わる。1 つの単語に複数の意味があるのは Context によって意味が変わりうることを示唆し

ている。それから Narrow とは狭くする・制限するということである。定義をするときにいろ

いろな解釈ができないように限定的な使い方をする。Divide するということも Narrow の一部で

ある。 

２は現状の証明である。A.S.Q.は文字通り現状分析であるから、各センテンスで示された状況

が現実に起こっていることであるということを証明しなければならない。それが２である。証

明するために、本、雑誌、新聞、インターネット等を用い、実際に起こっているということを

論証するのである。 

 どうやってセンテンスを証明するのかというと、当然エビデンスを用いて証明するが、オピ

メがプレゼンするときは AREA を用いる（p20 参照）。注意点は証明したい点とオピメが示した

エビがかみ合っている（合致している）のかどうか、である。 

 

① P r o b l e m 

 オピメの考える問題をここで話す。なぜ問題なのかは Harm があるからである。よって

Problem の検証のあとに Harm の検証を行うのである。Harm の検証まで済んで（Seriousness が

確認されて）、はじめて Problem が Problem 足りえるのである。 

Problem はオピメがトピックの問題点だと思っているものである。死刑 Opinion であれば死刑

の存在そのものが問題なのか、死刑の執行のされ方が問題なのか。後者であれば当然センテン

スが異なってくる。例えば、「首吊りは残虐な行為である」というセンテンスが来れば、Harm

も「死刑囚の人権が無視される（？）」のようなセンテンスがくるかもしれない。 

 

② H a r m 

 Harm で気をつけることは３つ。 

１、Harm を受けているターゲットは誰か（何か）。 

２、どんな Harm なのか。(Harm は何か) 

３、どれくらいの数か。 

１のターゲットは Harm センテンスの主語にあたると考えていい。例えば死刑問題で Harm

が 

H: Condemned criminals are killed. 

ならば、ターゲットは condemned criminals（死刑囚）ということだ。 

２のどんな Harm かというのは動詞とか形容詞にあたるもの。ここでは are killed だから死で

ある。（これは Seriousness の QL に当たる。QL : death ということだ） 
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３は、Harm の Target が何人いるかということである。例だと何人の死刑囚が死んでいるか

ということである。これは Seriousness の quantity にあたる。1999 年に５人死んでいるなら、 

Q T:  5 (in 1999) 

となる。３はオピメが現状の証明をするときに示した数である。 

 

③ Linkage between problem and har m 

Linkage とは因果関係のことである。因果関係とは「原因→結果」の関係のことである。A と

いう事象から B という事象が引き起こされたとき、A と B には因果関係があるということであ

る。つまり「A→B」である。この関係を見つけるための３つの原則がある。 

 

１、原因は結果よりも時間が先行していなければならない。（原因の時間的先行） 

２、原因とみなされている現象も、結果とみなされている現象も、ともに変化しているのが確

認できている（共変関係） 

３、原因以外の他の要因が結果に影響していない（他の条件の同一性） 

 

 １は当たり前であるが、A→B であって B→A ではないということだ。原因から結果が起きる

のであって、結果から原因が起こるのではない。 

 ２は、例えば部屋の明かりが明るい状態から暗い状態に変化することと、スイッチがオンか

らオフに変化することの両方がともに変化することがわかるということである。 

 ３は他の原因が一定のときに起こったことという意味である。明かりの例でいうと、停電で

はない、ブレーカーは落ちていない、といった他の原因による作用ではなく、スイッチを消し

たことで明かりが消えたということがいえればいいのである。 

 

例：死刑 

P：死刑が執行される。 

┣  

H：死刑囚が死ぬ。 

 

３つの原則を一つずつ検証してみよう。１、死刑が執行されたら、死刑囚は死ぬのか。死刑

は首吊りで行われる。人間１５分も首をつると死ぬ。よって、「首をつる→死ぬ」は時間的にお

かしくない。 

 ２は、死刑囚が首を吊らない状態から首をつる状態へと変化し、死刑囚が死んでない状態か

ら死んだ状態へと変化したので、成り立つ。 

 ３は、死刑囚は首吊りで死んだのであって、自殺したわけでも、老衰でも、病死したわけで

もないので成り立つ。 

 １～３を満たしているので、上の例の因果関係は証明された。 

 普段のディスではここまで厳密に因果関係の立証を行ってはいないが、いざ自分で証明する
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ときは、Confusion が起きたときのために、Linkage の証明方法をしっておいて損はないだろう。 

 

Linkage の検証方法 

 実際に Linkage を検証する際に、Step sentence を置いてやる場合がある。 

 

Ｐ：死刑が執行される。 

② 

死刑囚は首を吊る。① 

③ 

Ｈ：死刑囚が死ぬ。 

 

 例では Step として「死刑囚が首を吊る」を置いた。その場合 Linkage の検証は３つの Step を

踏む。 

① Step sentence の検証 

② Problem と Step sentence の Linkage を検証 

③ Step sentence と Harm の Linkage を検証 

 

 ①は Problem、Harm、Cause の検証方法と同じである。厳密にやるならば、definition of  term、

proof  of  the actual situation の２つをやらなければならない。しかし現状のディスではあまり厳密

になされていないのだが。とにかく最低限、Step sentence がどんな意味なのかは確認する。 

 ②では Problem と Step sentence の因果関係を説明する。ここでは死刑が執行される→死刑囚

が首を吊る、を説明すればいい。この場合はほとんど同じ意味だから説明の余地もないほどな

のだが。 

 ③では Step sentence と Harm の因果関係を説明する。ここでは死刑囚が首を吊る→死刑囚が

死ぬ、を説明すればいい。さきほど行ったように。 

 

④ S e r i o u s n e s s 

 Seriousness とは Seriousness of  Harm のことである。つまり Harm（弊害）の深刻性を検証する

エリアである。Seriousness ではやることは４つ。 

 

１、Quality と Quantity の説明 

２、なんで Harm が Serious か理由を説明する。 

３、２について質問や反論など 

４、Seriousness のコンセンサス 

 

はじめにやることは Quality（QL）と Quantity（QT）の説明である。QL は Harm エリアで確

認した２番目のどんな Harm、ということである。死刑の例では QL は death であった。QT は
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Harm を受けている人数であった。この２つを説明する。 

２番目はなんで Harm が Serious なのかを説明してやる。これは被害者（Harm を受けている

人）の視点から、なぜ深刻であるのかを説明する。以下のように行う。 

 

C：This situation is serious (from the viewpoint of  victims). 

 

       W：Unwished death is serious. 

   ┗反論：Unwished death is not serious. 

D：Because they are killed even if  they don’t want to die. 

┗反論：They want to die. 

 

 Claim の this situation とは Sentence of  harm のことである。ここでは「死刑囚が死ぬ」である。 

 Logic を用いて２番目を説明したら、次はこの Logic について質問・反論を受け付ける。

Examiner は曖昧だと思われることや疑問に思うことについて質問し、おかしいなと思うところ

があれば反論する。 

 反論する際に気をつけなければいけないことは、Direct Objection でなければならない点だ。

なぜかというと Direct Objection でなければ、相手の意見が残ってしまうからだ。相手の意見が

残るというのは、たとえ反論したとしても両方の意見が並立してしまっている状態だというこ

とだ。この場合、オピメの意見が残っているわけで、Serious だといえてしまう。ゆえに完全に

Serious ではないと言うためには Direct Objection をしなければならない。 

 Logic のところでみたように、Direct Objection とは Logic の Data か Warrant を否定する反論方

法である。上の例でいくと、彼らは死にたかった（Data への Attack）、望まない死は深刻ではな

い（Warrant への Attack）、である。 

 質問等を受け付けて、みながオピメの Logic に賛成してくれれば４のコンセンサスである。

Let’s build a consensus that this situation is serious.というわけだ。これで Seriousness でやることは終

了だ。 

もうひとつ、Seriousness（もしくは Harm）は AD（Advantage）の逆である。それはもしも新

しい政策により、Harm を消すことができれば、それが AD になることを意味する。現状が Serious

であることが確認されれば、それが政策実行後 AD になるというわけで、それゆえ Seriousness

が成り立つということは、日本政府によって現状を変えようとする動機付けになるのだ。 

 

⑤ C a u s e 

 Cause エリアは問題がなぜ起きているのか、原因を話し合う。通常オピメは一つ原因をあげ

る。通常 Cause には日本政府が過去に行った政策が挙げられる。これにより過去の日本政府の

政策から現在問題が発生しているのだということが分かる。 

 問題の原因が一つとも限らない。一つの場合、複数の場合、何が原因か特定できない場合が

あろう。一つなら一つだけ置けばよい。複数ならどれか一つ置けばよい。何が原因か特定でき
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なければおかなければよい。こうしなければならないということはないから、柔軟にやっても

らいたい。 

Cause エリアでは Cause of  cause（もしくは root cause）を聞かれることがしばしばある。これ

は「なぜ日本政府は○○という政策を採択しているのか」理由を尋ねているのである。この理

由を尋ねることにより、現状における政策採択基準、もしくは現状の政策を取ることによるメ

リットを聞き出そうとしているのである。現状のメリットは新たな政策実行後に失われるので、

それが DA につながるのである。また現状の政策採択基準はコンパリでの議論に用いることを

念頭に聞いているのである。 

⑥ Linkage between cause and problem 

これはＰとＨのリンクと同じようにやればいい。 

 

⑦ N F C 

NFC は Necessity for Change のことで、日本政府が現状を変える必要があるのかどうかを話し

合うエリアである、というのが一応の定義である。一応と書いたのは、このエリアはこれとい

う定義がなく、ある意味何でもありの状態であるからだ。 

 NFC は主に二種類の使われ方をする。一つ目はオピメが「日本政府は現状を変える必要があ

る」ということを証明する場合。二つ目は Examiner が「現状は変える必要がない」ということ

を証明する場合である。 

 一つ目の場合は、大学によって取り扱いが異なっている。現状のディス界ではほとんどの大

学ではオピメに NFC をやらせていない。一部の大学でのみ取り扱っているのが現状である（法

政大学市ヶ谷キャンパス）。ただしそれも一年生のうちだけで、２年生以上になるとどのオピメ

も自分から NFC をやることはまれである。理由は２つあると思う。一つ目はやっても時間の無

駄であるという意見。二つ目はよく分からんという意見。 

 二つ目の「日本政府は現状を変える必要がない」という方は、今でも若干行われている。し

かしこの議論を行う人もごく少数である。 

 下の Logic を見て欲しい。 

 

C：J/G が現状を変える必要はない。 

 

W：深刻ではないなら、変える必要がない 

 

D：日本政府からみて現状は深刻ではないから 

 この Logic は死刑問題でのものとする。死刑囚が死ぬことは日本政府からの視点では深刻で

はない、とするのが Data。深刻ではないなら変える必要がないというのが Warrant。ここでの議

論はこの２つが成り立っているかどうかをみていくわけだ。 
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 Data から見ていく。前提として、Seriousness で死刑囚の視点からみたら、死は深刻である、

とする。もう１つ、なぜ Seriousness を確認するかというと、Seriousness がなくなる＝AD となり、

AD を確認するためだからである。つまり通常のセオリー（？）では、Seriousness が確認できた

時点で AD を得られる可能性が確認できたとし、日本政府が現状を変える必要がある、として

いるのである。（必要、necessity という意味の定義によってこの議論も変わる可能性はある）ゆ

えに、我々は（我々が J/G とした場合と、そうでない場合がある）Data を見るまでもなく現状

を変える必要があると言える。つまり Data が正しいとしても、そこから Warrant：深刻ではな

い（J/G からみて）なら変える必要がない、は導けないのである。（この議論は Warrant の下に

もう１つ Logic を作ったうえで、それを Direct Objection してつぶすことと同じである。ためし

に作ってみてほしい。わからなければ聞いて欲しい。） 

 今までの議論から導き出される結論は NFC は立たない、ということである。我々が AD を

得るために行動し、Seriousness が AD につながるのであれば、それで OK なのである。 

 今まで見てきたのが典型的な NFC のセオリーである。しかし、このセオリーにも欠陥がある。

AD の意味とコンパリでの現セオリーの不備である。これ以上は初級レベルを超えるので深入

りしない（いやらしいね）。別の機会に説明する（コンパリで少し説明する）。知っておいてほ

しいのは、上での議論は完璧ではなく（この議論は Hnadling につながるものだ）、上の議論を

きちんと終わらせるためには、AD、Seriousness、コンパリ、task of  J/G の確認が必要不可欠だ

ということである。これらの定義次第で議論が変わってくるのである。 

 最後にヒントとして、NFC を立たせたいのならば、考えなければいけないことは、 

１、NFC の定義（定義をし、何をしなければいけないのかを明確にする） 

２、日本政府の視点から見る（日本政府は Participants なのか現実の政府なのか） 

２、現状の議論だけで日本政府は現状を変えようとする motivation がまったくない（motivation

をどうやって確認するのかもいわなければならない） 

である。これらの点を明確にしないまま議論しようとしても水掛け論で終わるのがおちである。

注意されたい。 

 著者の意見としては、ある特殊な前提を置くことができれば、NFC は成立すると考えている。

それは過去の議論を含め、日本政府の行動を縛る、もしくは従わなければならないものが存在

し、現状の問題がそれに抵触するというものである。しかしこの議論も完全ではない。NFC で

結論をだすのは、コンパリで結論を出すのと同様、それ以上に難しいのである。 
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８８章章  PPllaann  

 

 Plan 側は未来の話しだということに気をつける。オピメの示す未来である。 

 

①Direction：新たな政策の方向性を提示する 

②Mandate：新たな政策の具体的内容を提示する 

 

④Solution(Solvency)：Mandate から本当に Advantage が得られるのかを検証する 

 

③Advantage：新たな政策を採択することにより生じる利益を提示する 

⑤Reconfirmation of  advantage：Advantage の再確認 

⑥Disadvantage：Mandate によって初めて起きる害を提示する 

⑦Comparison：Advantage と Disadvantage を比較する 

⑧Conclusion：結論            数字は進める順番を示す 

 

 Plan でやることはオピメの示す未来像（AD 等）が実際にそうなりそうなのか（Solution）、何

か悪いことは起こらないか（DA）、オピメの示す未来の方が現状よりもいいのか（コンパリ）

といった内容の話し合いをする。これらの話は A.S.Q.に基いて行われる。A.S.Q.で示した分析を

もとに Plan を話し合うのである。 

 Plan の話を A.S.Q.の話に基いて行うというのは、A.S.Q.と Plan の対応関係に現れている。A.S.Q.

の Problem、Harm、Cause、はそれぞれ Direction、Advantage、Mandate に対応している。具体的

にいうと、Direction は Problem をなくす方向性、Mandate は Cause をなくすような案、Advantage

は Harm がない状態、という風にである。A.S.Q.を行うことで現状に基いた未来の話をすること

ができるのである。 

 Plan では８つのステップに分けて話を行う。 

① Direction 

② Mandate 

③ Advantage 

④ Solution (Solvency) 

⑤ Reconfirmation of  Advantage 

⑥ Disadvantage 

⑦ Comparison 

⑧ Conclusion 

 

 Plan でも A.S.Q.と同じように各センテンスを明確にする作業を行うが、Plan のセンテンスは

A.S.Q.のそれと逆の関係（前述）になっているので、意味は明確なはずである。また proof はエ

ビを用いて行うことはせず、A.S.Q.の分析を用いて行う。 
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① D i r e c t i o n 

 さきほど Direction は Problem をなくす方向性と書いた。これは Problem Solving Format たる所

以なのだが、現状の問題を解決してよりよい状況を作り出しましょうということである。その

ための具体案が Mandate というわけである。 

 死刑問題で Problem が、 

P：死刑が実施されている 

ならば、Direction は、 

D：死刑を実施しないようにしよう 

となるだろう。 

 よくあるのが、D：死刑囚を助けよう、というものだがどうやって助けるのかという点を明

確にしないとこのエリアを置く意味がない。そんなこと当たり前だからだ（Seriousness でコン

センサスを取ったのだから）。 

 Direction を明確にしておくと、どういうスタンスでこの問題を考えているかがわかる。死刑

問題で、D を死刑完全廃止にするのか、執行だけ行わないようにするのか、死刑になるような

犯罪の数を減らすのか、微妙な違いだが、オピメの意見を窺い知ることができる。自分がオピ

メをやるときはきちんと Direction を明確にしよう。そうすることで無用な質問をさけることが

できる。 

 

② M a n d a t e 

 具体策を見ていくエリアだ。オピメは Direction を達成する Mandate を Examiner に示す。

Examiner はオピメの Mandate を理解し、オピメの Mandate は実行することができるのか

（Practicability）、実施して Advantage が得られるのか（Workability）、実施することによって弊害

が発生しないか（Disadvantage）を考える。 

 Mandate でやることは３つ。Contents of  Mandate、Checking System、Punishment である。それぞ

れ、Mandate の内容、調査制度、刑罰のことである。そして話し合う順番は、 

 

１、Contents of  Mandate の説明 

２、Contents of  Mandate について質問を受ける 

３、Checking System の説明 

４、Checking System について質問を受ける 

５、punishment の説明 

６、punishment について質問を受ける 

 

である。１は Mandate を構成する内容を示すエリアだ。死刑問題で 

M：死刑を廃止する 

ならば、Contents は「死刑に関連するすべての条文を刑法から削除」のようにすればいい。（死

刑廃止という Mandate の場合は Contents を置かなくてもその意味するところは明確なので、置
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かなくてもいいだろう） 

 調査制度というのは Contents をちゃんと守っているか、調査する仕組みのことである。どん

な政策を実施するにしても守る人と守らない人がでてくるものである。守らない人がいないか、

もし守らない人がいればその人たちにどんな処置をするのか（punishment）を定める。 

 Contents だけだと守らない人がいたとしても、しっかりとした Checking System があればその

人達の考えが変わるかもしれない。この点は Solution の Workability での議論に大いに関わって

くる。 

 Punishment は刑罰のことだが、これは Contents を守らない人に行う制裁のことである。

Punishment と Checking System は新しい政策を守らない人の存在を前提として、彼らを少なくす

るようにするために置くものである。 

  

Examiner は Mandate をきちんと理解しなければならない。理解が不十分な状態では、

Confirmation をしてもそれが間違いである可能性が高くなるし、議論をだしたとしても、Mandate

に合わない（的外れな）議論になる。これは効果的・有効な話し合いとは言い難い。有益な話

し合いとなるためにも Examiner は Mandate をしっかりと理解すべきなのである。 

 Examiner は Mandate でよく分からないところがあれば質問する。Question・Confirmation で明

確にすべきなのは、different Point、Uniqueness である。これらは同じものと考えてよいが、いわ

ば現状の政策との変更点のことである。これを明確にせずに Mandate によって状況がどう変化

するかをしることはできない。現状との違いをしることで、人々の行動がどう変化し AD を得

られるのか等の話し合いが可能になるのである。 

 

③ A d v a n t a g e 

オピメはセンテンス、QL と QT を示す。センテンス、QL は Harm の逆である。オピメはセ

ンテンスで、Target（AD を得る人）と Target がどんな AD を得るのかを明示する。やることは

Harm と同じである。 

 死刑問題で、H：死刑囚が死刑により死ぬ、だとすると AD は 

AD：死刑囚が死刑でしななくなる 

となる。 

 

④ Solut ion（ Solvency） 

Solution もしくは Solvency は Linkage between Mandate and Advantage のことである。このエリア

では Mandate から AD が得られるのかを話し合う。オピメは２つの側面からこのエリアを話し

合う。Practicability と Workability である。Practicability では日本政府が Mandate を実施することが

できるのかどうか、実行可能性について話しをする。Workability では実施される Mandate から

AD が得られるのかどうか、実効可能性について話しをする。 
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Practicability：日本政府が Mandate を実行できるのかどうか 

Workability：Mandate は本当に効果があるのか（AD を得られるか） 

 

実際の例：死刑問題 

M：J/G should abolish the death penalty. 

← Practicability：J/G can carry out the plan. ② 

J/G will not admit the death penalty. ① ←Cause の逆 

← Workability： Cause と Problem の Step Sentence の逆 ④ 

The death penalty will not be carried out. ③ ←Problem の逆 

← Workability： Problem と Harm の Stem Sentence の逆 ⑤ 

AD：Condemned criminals will not die by the death penalty. ←Harm の逆 

（①～⑤は話をすすめる順番） 

上の例に対応する A.S.Q. 

C：J/G admits the death penalty. 

Step Sentence 

P：The death penalty is carried out.  

Step Sentence 

H：Condemned criminals die by the death penalty. 

 

 ①～⑤が Solution で話し合う順番である。①、③は A.S.Q.での Step Sentence に相当する。①は

Cause の逆、③は Problem の逆である。これはどんな Opinion を作る場合でも同じである。 

 ②、④、⑤が A.S.Q.での Linkage に相当する。やり方は A.S.Q.と同じである。Lainkage も A.S.Q.

の逆になっている。 

 実際の進め方だが、各 Step Sentence は A.S.Q.の逆になっているので特に Examine しなくても

よい。よって Solution で話し合うことは②、④、⑤になる。 

 

Practicability 

 ②の Practicabilityの議論ではオピメはMandateは実行可能であることを言わなければならない。

オピメは②の Linkage の説明をするのだが、Claim は J/G can carry out the plan. にする。そして

Seriousness と同じように Logic を作る。 

 次ページの Logic を見て欲しい。 

C：J/G はプランを取ることができる (J/G can carry out the plan.) 

 

W：ポリシーメーカーはプランをとることができる。(Policy maker can carry out 

the plan.) 

D：J/G はポリシーメーカーであるから。(J/G is the policy maker.) 
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ではこの Logic を見ていこう。Claim には②の Step Sentence を持ってくる。Data は何を持ってき

てもよいが、大抵は、D：J/G はプランを取る力を持っている、とか D：J/G はプランを取る

能力がある、などと言う。（J/G has ability to carry out the plan.） 

 Data ではこのほかに、日本政府の motivation について話されることがあるが、motivation が実

行可能性の証明に必要かどうかは一概には言えない。この点に関しては２つの考え方がある。

１つは手段だけで十分だとする考え方。この考え方は Seriousness は被害者からの視点のみを確

認できれば AD が得られるとする考えから来ている。もう１つの考えは、日本政府の motivation

は確認しないといけないとする考え方。なぜなら日本政府にとって被害者の AD が AD になら

なければプランを取ろうとする気が起きないから、というもの。両者の意見の違いは AD は被

害者にとってさえ言えればいいのか、日本政府からも言わないと AD と言えないのか、という

点である。この点は、Seriousness、NFC、AD、Practicability、DA、Comparison に影響を与え、非

常に重要である。よく考えてみてほしい。 

著者の意見では、Practicability では政府の Motivation を確認する必要はないと考えている。理

由は他のエリアですでに確認できているからである。著者は J/G の Motivation を確認しなくて

はいいとは思っていなくて、Practicability では必要ないと考えているだけである。ではどこで

Motive を確認しているかというと、Cause＋Linkage between Cause and Problem である。Cause で現

状の日本政府の政策を確認する。そして Linkage では政府の政策から問題が発生していること

を確認する。この２点から日本政府の政策には改善の余地があることが言える。これは

Narrowing での task of  J/G is to make better situation に反する（これはもちろんこの task の定義次

第だけれど）。よって J/G は現状を改善する動機があると言えるのである。このことは同時に

被害者の視点から見て深刻だと言ったことが政府からみても深刻だと言うことになるのである。

（これを NFC と捉えることもできる。政府の視点から現状が深刻であることを言っているわけ

だ。）ここで説明したことは一般にあまり理解されていないところである（２・３年でも）。す

ぐに理解するのは難しいと思うが、無用な議論をさけるためにもしっかりとマスターしてもら

いたい。 

 次に Warrant の説明だが、W：手段があれば、J/G は政策をとれる、というのは Fiat Power の

ことであると考えてよい。Fiat Power とは命令・実行させる権威のことである。端的にいうと、

法案が国会を通過する・しないという議論はしなくても、通過するものとしますということで

ある。これがディスでの意味だが、本来は official authority という意味である。 

 しかし、近年（著者が ESS に入ったころには）Fiat Power という言葉は使われなくなって久

しい。なので知らない人がいる場合は使わない方が無難である。知っていたとしても意味が食

い違うことがあるので、使う際は慎重に。 

 

Workability 

 ④、⑤は Workability である。Workability は実効可能性である。AD が得られるのかを話し合う。

やり方は A.S.Q.の Linkage のときと同じである。 

 オピメは Workability を通してやっとオピメの役割を果たしたことになる。オピメの役割とい

うのはディスの目標（Narrowing で決める to answer the question of  the title のことである）を達成
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するためにオピメが果たすべきことのことである。オピメは自分の示す Opinion の AD までを

証明しなければならない。そして AD が得られることを証明するために必要なことは３つ。 

１、Seriousness (Impact) 

２、Inherency (Uniqueness) 

３、Solvency (Solution) 

 Seriousness は A.S.Q.でやるやつである。Inherency は聞いたことのない言葉だと思う。これは

Debate で使われる言葉で、現状に問題の原因がある、という意味である。先ほど説明した Cause

＋Linkage between Cause and Problem というのは Inherencyのことである。そして Solutionである。

この３つを果たしてはじめてオピメ足り得るのである。 

④の説明の例 

C：The death penaly will not be carried out. ③ 

 

W：The death penalty will not be carried out unless J/G admits the death penalty. 

 

D：J/G will not admit the death penalty. ① 

 

 上のように Logic を作って説明してやるといい。その際、Data にさきほど証明した①を持っ

てくるやり方が普通である。Data は反論できないから論点は Warrant のみとなる。議論する場

合はさらに Warrant の下に Logic を作って行う。 

 Examiner が Workability で反論するときはオピメの Logic に Direct に反論するのである。Data

か Warrant が成り立たないことを言えばよい。Examiner が Workability で行う反論のことを PMA

と言う。 

 

ＰＭＡ：Plan doesn’t Meet Advantage（意味的には本来は Plan doesn’t attain advantage.）PMA は

プランから AD が得られないという意味である。Examiner がこの Argument を起こす時はいくつ

かの点に気をつけなければならない。 

 

１、All Cut なのか Partial Cut (Some Cut) なのかをまず明示する。 

２、自分がどの点について疑問を持っているのかを述べる。 

３、疑問点について反駁する。 

All Cut とはすべての Target が AD を得られないことを言う Argument である。 

Partial Cut とは Target の中の何人かは AD を得られないことを言う Argument である。 

 

⑤ Reconfirmation of Advantage 

 このエリアでは Solution での Argument の結果をふまえて AD の再確認を行う。QT は変わっ

たのか、得られた AD に変化はなかったか等々。このエリアの目的は AD を明確にするという
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ことだ。Solution で Partial Cut があったらこのエリアできちんとどこが変わったのかを明示する

こと。 

⑥ D i s a d v a n t a g e 

 Mandate を採ることにより初めて起こる悪いこと＝弊害を検証していく。さきほど AD を証

明するために必要な３要素の説明をしたが、DA でも同様に３つ証明しなければならないこと

がある。 

 

１、Linkage between Mandate and Disadvantage (AD の場合は Solution) 

２、Uniqueness (AD の場合は Inherency) 

３、Seriousness (Impact) 

 

DA を証明するときに行う手順は AD のときの手順を同じである。ただ違うのは証明する順

番が少々異なるくらいである。AD の場合では一番始めに Seriousness、Inherency（この２つが

A.S.Q.で）、最後に Solution であるが、DA の場合は Linkage が一番始めに来ている。これにも理

由があるのだが、Linkage がなければ２、３を確認するまでもなく DA を Cut することができる

からである。ただし、２の Uniqueness は１と同じに確認することになる。Linkage の証明は現状

では～をしていなかった人が、Plan 後に～するようになる（これが Uniqueness）ということだ。

というわけで Linkage と Uniqueness は不可分に結びついているわけだ。最後に Seriousness の確

認をすれば DA が成立する。 

 DA が成り立たないことをいうためには３つの内の１つを崩してやればよい。どれか１つで

も成り立たなければ DA は成立しない。DA プレゼンターは３つとも証明しなければならない。

心してやってほしい。 

 このほかにもDAを否定するための技術は存在する。しかしそれらはいずれもDirect Objection

ではなく Indirectなものである。それは Handlingで切り返されうるものである。まず始めはDirect 

Objection をやってみてそれからいろいろ考えてみてほしい。もっと詳しく知りたい人は先輩に

聞いてみること。 

 DA の Procedure に関してだが、これと言った方法は存在しない。それはオピメを選ぶのに決

まった方法がないのと同じことである。だがよく行われている方法というのは、 

１、Examiner に DA を列挙させる 

２、その中から１つ選ぶ 

３、選んだ DA の Examine をする 

というものである。なぜこの方法が用いられるのかというと、限られた時間のなかで結論をだ

すために一番時間のかからない方法（本当かどうかは知らないが）であるから、というもの。

少なくともすべての DA を Examine してから選ぶよりかは時間の節約にはなりそうではあるが

…。 

 最後に Argument をする際に考えやすくするためのヒントを書く。先ほども書いたように

AD・DA の証明には３つの要素が必要であった。そのうちの Linkage と Uniqueness についてだ
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が、Workability などで Linkage Cut を行いたいような場合は、３つの要素について考えるとよい。 

１、Existence (Uniqueness) 

２、Means 

３、Motivation 

 １の Existence は Uniqueness と言ってもよいが、存在証明である。死刑問題の DA で死刑囚が

人を殺す（死刑が廃止されて刑務所の外にでるという前提）が出されたとしよう。この場合の

存在とは刑務所の外にでる死刑囚（死刑が廃止されたら死刑囚がいなくなるから元死刑囚）が

いるのか、ということ。Mandate が終身刑を新たに設置するならば、この DA は成り立たない。 

 ２の Means とは手段のことである。人はどんなにやりたいと思っていることでも手段・方法

がなければすることはできない（ほんとにやりたけりゃ手段を考え出すという議論もできそう

ではあるが）。よって手段があるのかという点も考えなければならない。 

 ３は動機である。動機もなく何かをすることはない。何かに動機づけられて行動すると考え

られる。現状ではしていなかったことも何らかの変化によって動機付けられ、人が行動すると

考える。そんなことはないとする意見もあろう。構わない。それならば別の方法で考えればい

いだけである。いろいろ考えてみてほしい。 

 この３つの要素を考えることにより、議論がどの点について話し合っているのかが分かれば、

自分でどのようにも議論を組みたてることが可能になる。考えてみて欲しい。 

 

⑦ C o m p a r i s o n 

 コンパリは比較のことであるが、AD と DA の比較を行う。これまで AD と DA について書い

てきたように、Mandate 実施後に起こる AD と DA を比較し、プランを採択すべきなのか、すべ

きでないのかを話し合う。 

AD＞DA ならプラン採択 

DA＞AD ならプラン不採択（DA＝AD 含む） 

である。AD と DA の比較とは優位性をつける作業である。どちらに Superiority があるのかとい

うことである。Superiority がつくに至る両者の違いを Criteria と呼ぶ。基準である。そして結論

を出すための Criteria を Judging Criteria もしくは Decision Criteria と呼ぶ。（判断基準、決定基準）

コンパリは Judging Criteria を決める議論であるということが言える。 

 AD と DA の比較というのは、現状の政策とプラン採択後の政策の比較のことである。どち

らの政策の方が優位性があるか、である。 

 優位性をつける作業にこれというやり方は存在しない。現状のディス界ではそもそもコンパ

リについて理解している人が少ないが、それは１、そもそも大してコンパリの経験がない。２、

先輩に教わらなかった。３、自分で考えたこともない、などの理由による。著者自身もこれと

いう確立したやり方は示せないが、いくつかの方法論を示す。 

 

１、コンセンサス方式 
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 この方法はコンパリまでにコンパリでの議論に使うものをコンセンサスにしておき、○○は

コンセだから、プランを採択すべきじゃない（すべき）だとする方法である。（○○なプランは

取るべきではないという判断が前提にある。）Strategic なディスであると言える。この方法を取

る場合、自分の導きたい結論に必要な議論・コンセンサスを把握し、的確に構築していかなけ

ればならない。そのためにはプレパが必要不可欠である。 

 

２、Criteria の比較方式 

 Criteria 同士を比較し、プランを採択すべきかどうかを話し合う方法である。Criteria というの

は政策を取るか取らないかを判断するための基準となるべきものを言う。特にコンパリの結論

を導き出す Criteria のことを Judging Criteria または Decision Criteria と呼ぶ。判断基準のことであ

る。Criteria の比較・優位性の議論をするのがこの方法である。 

 

３、J/G の Task 方式 

 コンパリのときに J/G の Task を持ち出して、日本政府は○○すべきなのだから、プランを採

択すべきである（でない）、とやる方法。Topic、AD、DA などからいかにして Task を引き出し、

Participants に納得させるかである。J/G の Task が Judging Criteria になっていると考えてよい。 

 

４、価値規範の作成方式 

 価値観の議論を行い、ある価値基準を作り、それに基いて政策の採択・不採択を決定する方

法。これは著者が行おうとする方法であるが、別に１～３の方法を相容れないわけではない。

価値観はコンパリまでの議論を前提をして行う。（議論が事実に基くように）また政策は一定の

価値判断によって決定されるという前提を持つ。この考え方は３の J/G の Task 方式とほぼ同等

を考えてよい。 

 

５、Net Benefit 方式 

 Net Benefit とは純利益という意味であり、AD－DA によって求められる。イメージとしては

国際貿易で輸出額から輸入額を引いた貿易黒字（赤字）みたいなものである。AD と DA を数

量的に比較し（お金のような統一基準によって AD・DA を換算する）、プランを採択すべきか

どうかを話し合う方法である。 

 

 コンパリの方法に定番というものはないようだが、関東と関西の違い、大学間の（というよ

りは個人間）違いもある。ここではこの方法は絶対にだめ、とは言えないが、自分なりの方法

を見つけて行ってほしいと思う。そのための方法として、自分にとってディスは何のためにや

るのか、を考えてみるとよいと思う。端的に言うと、自分はディスに何を求めているのか、ど

んな貢献をしたいのか、どんな話をしたいのか、というようなことである。自分にとってある

べきディス像が見えてくればそれに沿ったディスをすればいいのであり、コンパリも自分のデ
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ィス像の１つである。 

例：Logic で書くと… 

C：Mandate を取るべきである or 取らないべきである。 

 

       W：～というのが政策の判断基準（Judging Criteria）だ。 

 

D：～という点で、AD（DA）に Superiority がある。 

この Logic は Criteria の比較をする前の、～という Criteria なら AD（DA）の方が上回っている

という議論だ。他の Criteria が出てくれば、Criteria 同士のコンパリになる。 

 

日本政府の政策に関する Discussion という前提 

 ディスでは日本政府のとるべき政策についてディスをしている。他の団体ではなく日本政府

だ。これは Title（Narrowing 参照）が日本政府のとるべき政策は何だと言っているからである。

よって Title のいう政策採択の主体が日本政府なら、日本政府の政策について話し合うのである。 

 

⑧ C o n c l u s i o n 

 結論である。コンパリでの話を踏まえてプランを採択するのかしないのかを言う。 

 

これで Plan の説明はひとまず終りである。セオリーはこれがすべてではないことを言明してお

く。Discussion でもまだ開拓の余地が残されているものは少なくないと著者は考える。特に顕著

なのはコンパリ、NFC である。これを読んで安心せずに、自分なりに考えつづけて欲しい。 
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９９章章  べべたたががきき  

 

 べた書きとはあらかじめディス中にする発言を紙に書いておく作業のことを言う。べた書き

は非常に重要な作業である。べた書きをすることでプレゼンが改善されるし、曖昧な発言を見

つけることもできる。またべた書きをすることで辞書を引くことによりボキャブラリー、表現

の増加が見込まれる。 

 ここにかかれているべた書きはオピメのべたがきであるが、べた書きはなにもオピメだけが

するものではない。Examiner もやるべきことなのだ。何についてやるのかというと、Question

の仕方、Confirmationの仕方のべたがきをする。もしくはObjectionのべた書きでもいい。Examiner

のべたがきは即プレパにもなるから一石二鳥である。是非ともやってみてほしい。 

 

オピニオン説明のべた書き 

 

I’d like to explain my opinion．Topic is about “   ”．And I’d like to explain 4 things, 

Structure，each sentence，procedure，and how to examine each sentence． I’d like to explain one by one． 

First，I’d like to explain the structure． My opinion consists of  ２ parts． One is Analysis of  

the Status Quo，the other is the Plan． At Analysis of  the Status Quo side，there are ３ sentences． 

Problem，Harm，and Cause． At the Plan side，there are also ３ sentences． Direction，Mandate，

and Advantage． Do you have any Questions? 

Second，I’d like to show you each sentence． Sentence of  Problem is ･････．Harm is ･････．

Cause is ･････．Direction is ･････．Mandate is ･････．Advantage is ･････．  Could you 

catch all sentences? 

Third，I’d like to explain the procedure． At analysis of  the Status Quo side，there are ６ steps． 

First is Problem，second is Harm，third is Linkage between Problem and Harm，fourth is Seriousness，fifth 

is Cause，sixth is Linkage between Cause and Problem． At the Plan side，there are ８ steps． First is 

Direction，second is Mandate，third is Advantage，fourth is Solution(solvency)，fifth is Reconfirmation of  

Advantage，sixth is Disadvantage，seventh is comparison，eighth is Conclusion． Do you have any 

Questions? 

Fourth，I’d like to explain how to examine each sentence． At Problem，Harm，Cause，there 

are ２ steps． First is the Definition of  the Term，second is a proof  of  the Actual Situation． And if  

you have any Question about first and second step，please ask me after we finish each steps． Do you have 

any Questions? 

 

オピニオン検証段階のべた書き 

 

 Why don’t we start to examine my opinion from problem area? 
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 （Problem・Harm・Cause） 

 Sentence of  problem(harm, cause) is ・・・.   

  First, I’d like to explain the vague word.  I think there are ･･･ words to explain.  This is ･･･. 

  Meaning of  ･･･ is ･･･.  Do you have any question about ･･･?  Do you have any question about 

other word? 

 

  Next, I’d like to proove the actual situation.  I have an evidence.  

According to ･･･ published in ･･･ quote, ･･････ unquote,  

Thanks to this evidence, I can say this situation is proved.  Do you have any questions? 

If  (you have) nothing, let’s move onto the next. 

 

（ASQ の Linkage・Solvency） 

 First of  all, I’d like to set up the step sentence.  Step sentence is ･･･. 

Next, why don’t we examine the linkage one by one? 

  (to explain each linkage and questions) 

 

（Seriousness） 

 In this area, there are 4 things to do.  First is to show quality and quantity. Second is to explain the 

reason why this situation is serious. Third is to welcome your questions or objections. Fourth is to build a 

consensus. 

  Do you have any questions? 

First, I’d like to show quality and quantity.  Quality is ･･･, and quantity is ･･･ .Do you have any 

questions? 

  Next, I’d like to explain why this situation is serious.  I think this situation is serious.  

Because ･･････ . ･･･, so this situation is serious. 

  Next, if  you have any question or objection, please show us. 

  Lastly, I’d like to build a consensus.  This situation is serious.  Do you agree with me? 

 

 （Mandate） 

 Sentence of  mandate is ･･･ .  And I’d like to explain the contents of  mandate. 

  There are ･･･ kinds of  contents.  First is ･･･ , second is ･･･ , ･･･.  I’d like to explain one by 

one.(usually, you explain checking system and punishment) 

 

 （Advantage） 

Sentence of  advantage is ･･･ .  And I’d like to show the impact.  Quality is ･･･, quantity is ･･･. 

Do you have any question? 
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１１００章章  OOrrddeerr  

 この章では、Order1について説明する。Order はディスの Formal スタイルにおける発言の種

類のことを指す。ディスには Formal スタイルと Informal スタイルの２種類あり、Order は Formal

スタイルでのみ使用される。Order は７種類あり、１が一番優先度が高く下に行くにしたがっ

て優先度が低くなる。（優先度とは同時に２人以上が発言しようとしたときにどちらが優先され

るかのことである） 

 Order で使われるのは、Motion, Suggestion, Confirmation, Question, Answer, Opinion, Objection の

７つである。 

 

Order 一覧表 

1 Motion 

2 Suggestion 

3 Confirmation 

4 Question a: Question 

   b: Successive question 

   c: Related question 

   d: Another question 

5 Answer 

6 Opinion a: Point opinion 

   b: Different opinion 

7 Objection a: Objection 

   b: Counter objection 

 

 Motion はディス中に緊急事態（具合が悪い、身内の不幸など）が起きたときに、ディスとは

関係のない要求をするときに使う。例えば具合が悪ければ、Motion と言って、「具合が悪いの

で、トイレに行きたい」という風に使う。ただし、むやみやたらと使うのはご法度である。あ

くまで緊急事態のときに使う Order である。 

 Suggestion というのは「提案」ということだが、Order での意味は、議事進行における提案で

ある。主にオピニオンプレゼンターが先に進むときに使う。またオピメ（オピニオンプレゼン

ター）がパンツ（participants、参加者）に質問をするときにも使う。パンツは、発言が聞き取

れなかったときに、オピメに繰り返してもらうために使う。ディスの流れを変えたいときにも

用いる。 

 Suggestion という Order は、他の６つの Order 以外の発言すべてを含んでいる。万が一自分の

                                                 
1 Order はディスの Formal スタイルにおける発言の種類のことを指す。７種類あり、１が一

番優先度が高く下に行くにしたがって優先度が低くなる。（優先度とは同時に２人以上が発言し

ようとしたときにどちらが優先されるか） 
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発言がどの Order ですべきなのかわからない場合、Suggestion を用いる。そして後で、どの Order

を使うべきだったのかを聞けばいいのである。 

 Confirmation は「確認」である。議論の内容、相手の意見など、何かを確認するときに使う。

議論の混乱を防止する、相手の意見を理解するといった目的で用いる。 

 カンファメ（Confirmation）をした後には、チェアパー（Chairperson）に自分のカンファメが

正しいかを確認するように Suggestion しなければいけない。正しければいいが、間違っている

場合は、オピメに繰り返してもらうように言うのである（このときも Suggestion を使う）。 

 Question は「質問」である。何かをオピメに尋ねるときに使う Order である。この Question

には４つの Order がある。 

 

a: Question 

 ディスカッションの一番初めの質問のみこの Order が使われる。以後は残りの３つの Order

を用いる。 

b: Successive question 

 これは１つ前に質問をした人と同じ人が、前の質問と関連した質問を続けてするときに使う

Order である。 

c: Related question 

 これは１つ前に質問をした人と違う人が、前の質問と関連した質問をするときに使う Order

である。 

d: Another question 

 これは b, c 以外の質問をするときに使う Order である。つまり前の質問とは関連しない質問

をするときに使う。 

 

 Answer は「回答」である。パンツによる質問の回答のことである。オピメが質問に答えると

きに使う Order である。パンツが質問されて答えるときは Suggestion を用いる。 

 Opinion には２つ意味がある。１つ目はオピメを決めるときに使う Order だということ。２つ

目は意見を言うときに使う Order ということである。 

オピメを決めるときに使うのだが、これは Formal スタイルには Narrowing がなく、Narrowing

でオピメを決めることができないために Opinion をいう Order を使ってオピメを決める。具体

的にはチェアパーがオピメになりたいかどうかを聞いて、なりたい人が”Opinion”と言うのであ

る。 

 ２つめの意味の Opinion はパンツが意見をいうときに使う Order だが、これには２つある。 

 

a: Point opinion 

 オピメの意見には賛成だが、その意見の Data もしくは Warrant がおかしい・不十分である場

合、自分の意見でそれを補う目的で使われる。 

b: Different opinion 

 オピメの意見には賛成だが、別の視点から分析を深めたいときに使う Order である。 
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 Objection は「反論」である。相手の意見に反論するときに使う Order である。Objection には

２つの Order がある。 

 

a: Objection 

 意見を述べた人の意見を否定するときに使う Order。 

b: Counter objection 

 Objection された人（最初に意見を述べた人）がさらに反論するときに使う Order である。 

 

 Order は Formal スタイルでのみ使われるものだと書いた。Informal スタイルでも Suggestion、

Confirmation などの概念はそのまま用いるが、Formal スタイルのように、発言するときに 

”Suggestion!” 

とは言わない。Order というのは、ディスをやり始めた頃に用いる、教育目的のものなのであ

る。ディスの初期においては、これから自分が何を話すのかを明確にするためにわざわざ Order

を用いるのである。 

 注意点として発言し終わったら、必ず”That’s all.”ということ。決まりです。それからチェア

パーに Order を言って、発言が許可されたら必ず”Thank you  Mr./Ms. Chairperson”という事。 

 

例） 

A: Another question! 

Chairperson: Another question please. 

A: Thank you Mr./Ms. Chairperson. I want to know why Mr. Ogura is popular with girls. That’s all. 

Chairperson: Mr./Ms. Opinion presenter, Why is Mr. Ogura popular with girls? 

Opinion presenter: Answer. 

Chairperson: Answer please. 

Opinion presenter: Thank you Mr./Ms. Chairperson. The reason is Mr. Ogura is famous for the drinking 

party. That’s all. 

A: Confirmation! 

Chairperson: Confirmation please. 

A: Thank you Mr./Ms. Chairperson. Why Mr. Ogura is popular with girls is known for the drinking party. 

That’s all. Suggestion! 

Chairperson: Suggestion please. 

A: Thank you Mr./Ms. Chairperson. Please confirm whether My confirmation is correct or not. That’s all. 

Chairperson: Is Mr./Ms. correct? 

Opinion presenter: Yes, he/she is. That’s all. 

 Formal スタイルのディスではこのように発言していく。 
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１１１１章章  AArrgguummeenntt  

 

 Dis 界には３大能力というものがあり、Presentation、Argument、Handling である。これらの能

力は先に挙げた順で伸ばすのがよいと言われている。Presentation はすべての発言の基礎をなす

ものであり、このスキルがなければ Argument、Handling をこなすことはできないと考えられて

いる。次に Argument、Handling と来ているが、これは Handling するには Argument できる力が

必要であるという認識に基づいているといってよい（逆に本当に Argument をするなら Handling

をする力も必要なのである）。（セオリーによる Handling に対して）本当の意味での Handling は

Argument をするうえで不可欠な Talking point の提示等が求められるからだ。 

 というわけで Argumentというのは Presentation同様に必須のディス能力であると言っていい。

一言に議論と言ってもそれは色々なレベルがある。レベルと言ってもどこまで厳密さを求める

のかという意味でのレベルと議論を構築・運用していく意味でのレベルと、いろいろある。こ

こでは議論を Dis 的に、 

 

レベル１：Logic を構築できる 

レベル２：Logic を検証できる 

レベル３：Argument を収束できる（結論付ける） 

 

の３つにわけて議論を進めていきたいと思う。 

 

レベル１：Logic の構築 

 レベル１は、議論をする前提となる「意見の表現ができる」という段階を指す。これは自分

の意見を言い、かつ理由も述べられるという段階である。論理のつじつま（Data、Warrant、Claim

のつながり）があっていればなお良いが、それが検証できるのはレベル２ということになる。 

 レベル２は Logic の検証であるが、それは以下に上げる４つのポイントができているかであ

る。 

レベル２：Logic の検証をする際に気をつける４つの心得 

 Logic のところでも書いたが、ここでは詳細に書く。Logic の検証とは発話者の発言内容の妥

当性を検証することである。つまり発言内容が受け入れられるかどうかを見ていくことである。

そのためのステップとして以下に４つ挙げてみた。４つの内容というのは大きく分けて、各項

目の内容の妥当性（１～３）、項目同士のつながりの妥当性（４）の２つに分かれる。 

 

１、Vague word がないか確認する 

２、Data が成り立っているか 

３、Warrant が成り立っているか 
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４、Data、Warrant と Claim のつながり（Link）がおかしくないか 

 

これら４つの検証を行うとは次の３つの作業を行うことに等しい。 

 

１、発言者の主張を支える根拠が正しいものかどうかを検証する（１～３） 

２、発言者の行っている論理展開が正しいものかどうかを検証する（４） 

３、１～２より発言者の主張が正しいものかどうかを確定する 

 

Logic の検証過程はすべて上のようになっているから、意識すべきはいま行っていることは上の

どれに該当するのか、である。意識することができればやるべきことが分かる。そうすれば、

Talking point の提示にしろ Suggestion にしろいくらでもできる。Logic の検証というのは単に技

術的な問題であって、誰でも訓練すればできるものである。物にして確実にできるようにして

もらいたい。 

 

 レベル３は議論を終わらせることができるかである。これは更に細かく４つに分けることが

でき、 

レベル３：議論収束のための４つのポイント 

１、議論をいかなるようにも要約可能である（議論が見えている状態） 

２、Talking point (point out) の提示ができ、的確である 

３、Talking point に対して的確な意見表明ができる 

４、１～３のステップを踏んで（踏まなくても）議論を終了させられる 

 

である。これらの能力というものが Handling をする上での必要不可欠な要件になってくる。単

に Handling というのは議論１つ１つを結論に導くのではなく（これも Handling ではあるが）、

Dis 自体を結論に導くためのものというだけである。 

 まずはレベル１・２を習得して Argument を存分に練習すること。そしてレベル３をマスター

すればいいと思う。Argument をしていくうちにどうやって結論に導いて行ったらいいか、必然

的に考えるようになるだろうから。 

 具体的な Argument 全般の話は、Argument 虎の巻を参照してほしい。 
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１１２２章章  HHaannddlliinngg  

 

 Handling のことを議事進行能力と呼ぶ。議事進行のことを proceeding と言うが、Handling を

ability to proceed smoothly (efficiently)と考えておけばいいだろう。つまり、限られた時間の中でい

かに効率よく議論を進め、結論に導いて行くことができるか、そのための能力全般を指して

Handling と呼んでいるのである。ゆえに Handling とは単一の能力、例えば議論を後回しにする

だけではないし、単にSuggestionを打っておしまいというわけでもない。ConfirmationやArgument、

セオリー理解等も含めて Handling と呼ぶのが妥当である。 

 Handling が行われる場面というのは、だいたい２つである。１つはいわゆるセオリーによる

後回しに代表される、効率的な話し合いのための Handling。２つ目は Argument をしているとき

にゴールに導く Handling である。 

 １つめはセオリーを理解し、それに沿ったディスをすることができるようになれば、おのず

とできるようになる（とも限らないが）。この Handling をする理由としては、セオリー通りに

ディスをしたほうが効率的で、よりはやく結論に至るからである。ただし、Handling しようと

したはいいが、それによりごちゃってしまえば元の木阿弥なんちゃらである。効率的ではなく

なる。なのでセオリーによる Handling をするのであれば確実にごちゃらさずに行わなくては意

味がない。 

 2 つ目は Suggestion をするなどして、示したゴールが妥当であり、それにそってパンツを導く

やり方である。主に Argument 中になされる。こちらの方が高度である。これを行うには 11 章

の議論収束のための４つのポイントができるようにならないといけない。 

 ここでは具体例は書いていないが、詳しくは法市の船津氏が書いた Handling（JIDM 秋フォー

ラム及び春セミナーでの資料）を参照してもらいたい。 
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ああ  とと  がが  きき  

 本書は JDN のページに公開するために少々書きなおした。といっても基本的には去年使った

ものを流用している。一から書きなおすのはかなりしんどいのでこれで勘弁してほしい。 

 本書を読んで理解することはゴールではない。あなたの望むディスカッションをするための

ステップでしかない。だから本書を読み進めて行ったら、次は自分自身で考えていってほしい。

自分の望むディスカッションをするためには考えることが欠かせない。 

 

 

昔昔ののああととががきき  

 ひとまずセオリーブックの筆をおくことにする。思ったよりも作業が難航した。わかりやす

いものを書くという当たり前のことが、いかに難しいことであるかいまさらながらに実感した。 

書き足りないことや、説明が悪いところなどは山ほどあると思うが、それは読んでくれた人

の批判に委ねたいと思う。 

読んでわからないことがあれば、まずは自分で考えてほしい。それでもわからなければ疑問

を先輩にぶつけてほしい。自分のなかだけで曖昧なままにだけはしないでほしい。 

 

 

2003/04/24 自宅にて 

2002 年度日本大学ディスセクチーフ 清水秀一郎 

 


