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１． Discussionとは 

 日本政府が様々な問題においてどのような政策をとるべきかってことを英語で話し合うゲームです。テ

ーブルメンバーみんなが日本政府となり話し合いを進めるのです。様々な問題っていうのは半期ごとに決

められていて刑事問題や医療問題などです。刑事問題や医療問題などこれらの大きな問題のことをタイト

ルと呼び、刑事問題ならば死刑や少年犯罪、医療問題なら安楽死や中絶など細かい問題のことをトピック

と呼びます。これらのトピックをどう解決するかっていうのをみんなで考えて話すんですね。 

 話す内容っていうのはこんな感じです☆ちょっと視点を変えてどんなゲームかってことを説明します。 

 Discussion とは約３時間でみんなで答えを出す（つまりどう解決するかの結論を出す）ゲームです。

それはとっても難しいことで攻略は簡単じゃありません。何故ならみんな考え方が違うからです。みんな

で答えを出すゲームですから、考え方が違う人も無視できません。そこで、相手を説得したり、妥協した

りして答えを導くのです。それには、論理的に相手を説得する力や自分の考えをわかりやすく伝える力な

どが必要なのです。こういう力を使ってゲームを攻略していくんですね。 

 さて、ここで一つ問題です。ゲーム、ゲームっていうけどこのゲームには勝ち負けがあるんでしょうか？

答えは、勝ち負けってものはないです。何故なら Discussionで何をするかっていうのは自由だからです。

みんなとただ仲良く喋るきっかけの場とする人もいるかもしれません。全然OKです。（TPOあるけどね。） 

しかーし、勝ち負けに近いものはあるんです！それは自分の出したい答えが出せた人が勝ち、それが出

来なかったら負けというものです。もちろんそんなことが毎回出来るわけじゃないですから、その答えを

出すことに近づけた人が勝ちと言えるのではないでしょうか。ここで忘れてほしくないことが３点。１点

目、答えを出すことが第一目標です。自分の出したい答えじゃないからってごねることは、答えをだすこ

とに貢献しているとは言えません。２点目、みんなで答えを出すということです。みんなが理解してない

のに先に進んでいってもみんなの答えとは言えません。みんな理解し納得した答えを出しましょう。３点

目、勝ち負けとか言ってるけど別に厳しいわけじゃないよ！（笑）ただ、せっかく discussion やるんな

ら、自分の目的を持った方が楽しめるし、打ち込めるし、達成感もあるし、成長できると思ったのでこう

いう風に言ってます★色んなディスのスタイルがあるけど、全て間違いではないことを覚えておいてくだ

さい。やけども、東遠セレクとかは評価される大会やしディスのスキルが必要です。なのでこの短期間で

ディスのスキルをつけるための中央アプリケでは、よりスキルが必要なゲームを意識したディスをするこ

とで、ディスのスキルをつけていってもらおうと思います。せっかくやし上手くなりましょう♪ 

 こんな長々と書いたけど、ディスのこと全く知らんのにこんな話されてもわからんわーって感じやと思

うんで、ここは読み流してディスのことわかってきたら読み返して下さい。 

 

 

 

これは同大オープンにも言えることです！！短期間でディスのスキルをつけるためには、やっぱり論理

的なゲームとしてディスカッションを頑張ったらよいと思います☆ 

価値観交換はバリューディスの方が優れてると思うしねー♪ 

 

じゃあスタート！！！ 
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２． Discussionの構造 

 それではディスの構造について説明します。先ほど言ったとおり話す内容は、様々な問題においてどの

ような政策を採るべきか？です。それではどのようにこれを話していくかについて説明します。まず構造

を説明します。 

 

 上の図は大きくわけて、二つの分け方があります。 

一つ目は縦の分け方で、点線で分かれているやつです。一番下を見てもらえばわかりますが、左側が

Analysis of States Quo(以下 ASQ)で現状分析という意味です。つまり“今”の事です。ただ、“今”とい

っても、現在のみのことを指しているわけではありません。過去からの傾向をふまえた“今”のことを

“States Quo”と言います。これに対して過去の傾向をふまえない現在のデータのみの“今”のことを

“Present situation”といいます。 

 もう少し詳しく説明します。 

Cause 

① Problem 

③ Linkage 

 

② Harm 

⑥ Solution 

 

④ Plan  

⑤ Advantage 

Analysis of States Quo 

（現状分析） 

After Plan Adoption 

（プラン後の世界） 

 

⑦ Disadvantage 

Linkage 

⑧ comparison 

⑨ conclusion 

Linkage 
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この場合、A 君は二回体重を量っています。１２歳のときが４０キロ、１５歳の時が５０キロでした。

ここからわかることは、三年で１０キロ増えているということです。では未来の１８歳の時の体重を考え

るときにどのように考えるかという考え方が States Quoと Present situationで違うんです。どっちが１

で、どっちが２かわかりますか？？ 

正解は１が SQで２が P/Sです。SQは過去の傾向も含めた現状を考えるので、3年で１０キロ増えて

いる A君は３年後の１８歳には６０キロと考えます。逆に、P/Sは現在が続くと考えるので１８歳でも５

０キロとなります。 

現実に近いのは、SQ ですから、現状というものを分析し把握します。P/S ではなぜダメなのかってい

うのはもう少し後で説明します。少し考えて見てください☆ 

また、何故現状分析が必要かというと disというのは社会への改善案（政策）を考えるものですから、

どこに改善の余地があるかということがわかっていないと改善案がわからないからです。つまり改善の

余地があるということは問題があるということなので、問題を見つけそれを打ち消すプランを考えるこ

とで改善につながるという流れになっているのです。（pro-ha型）例外的に明確な問題というのを明示せ

ず、プランによるメリットのみを考えるという方法（オブザ型）もありますが、その方法でも現状を把

握し、プランによって何を変えたかということを確認し、その変わったところからどのようなメリット

が生まれるかということを考えるので、現状把握は必要になります。ゴメン！難しい話やけど説明する

んで目だけ通してください。しかもほぼ１００パーセント pro-ha型です。 

 

 

話を戻して、表の縦の分け方の右側を After Plan Adoption(A.P.A.)プランをとった後の世界といいます。

ここではプランをとったらどんなことが起こるかを仮定して話し合い、プランをとるべきかどうか、また

どうプランを改良していけばよいかということを話していくのです。 

まあこれは単純でプランをとると良いことが起こる（害がなくなる）かどうかとか、プランをとるとど

んな不具合が生じるかということを話し、最終的にプランをとるべきかどうか、またもっと良いプランに

ならないかということを考えていく場所です。 

 縦の分け方は以上！ 

体重 

年齢 

50kg 

60kg 

15歳 18歳 

１ 

２ 

A君 
12歳 

40kg 
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次の分け方は誰が主役かという分け方です。 

最初は①～⑥番までのエリアで、ここまでの流れをオピニオンといいます。オピニオンというのは、プ

ランだけを示すのではなく、今起こっている問題、そこから引き起こされる深刻な害、問題を打ち消すプ

ラン、プランをとることによって本当に問題がなくなり、問題がなくなったら害が消えメリットとなる（改

善される）という流れの証明までをしめしており、これを行う人のことをオピニオンメーカー（オピメ）

とよびます。ここではオピメさんが主役です。 

 ここではプランによって改善される点があるいうことの確認を目的に話していきます。重要なことは、

どのぐらい改善されるかではなく改善があるということを確認すればいいということです。なぜなら量を

比べるのは⑧の comparison のところなので、まだ DAがわかっていない、つまり比べるものがわからな

い状態で比べる材料をいくら吟味してもムダになる可能性が高いからです。 

 

 次に⑦。⑦は disadvantage というところです。ここでは④で吟味された planによって、ASQで起こ

っていなかったデメリットが発生するということを証明します。これを行う人のことを DAプレゼンター

と呼びます。これはパンツ（オピメ以外の参加者）のうちから一人えらばれます。DAプレゼンターが主

役となります。 

 ここでも大事なことは、デメリットが起こるということを確認することが目的なので、その他の話はい

りません。 

 

 最後に⑧と⑨。ここは最後のコンパリというところです。ここでは①～⑥で出た、advantageと⑦で出

た disadvantage を比べその上でコンクル（結論）を出すステージです。ここでは全員が主役です。 

 ここで行うことは二つ！１、AD と DA を比べどちらが大きいか吟味すること。（比べる基準に決まり

はありません。）２、コンパリの結果をもとにプランをとるかとらないかの結論を出す。もし時間があれ

ば、なにがもっともよい結論を考える。 

 ここで一番最初の「Discussion とは」を思い出してください。そこではディスにおける勝ちは自分の

出したい結論を出すことでしたよね？ 

 それでは自分の出したい結論とは何でしょう？それはその人のテーブルにおける役割によって違うの

です。もしあなたがオピメだったら自分の planを採りたいわけですから、planから生まれる ADの方が

DAより大きいということを証明して、この planをとるべきだという結論を出せばいいのです。逆に DA

プレゼンターなら自分の考えた DA の方が大きいということを証明して、plan をとるべきじゃないと言

えばいいのです。 

 これでコンパリですることはわかりましたよね？あなたの答えが出しやすい基準を持ってきてそれで

比べて自分に有利な結果をつくればいいのです。頑張ってください！僕も頑張ります。 

 また、コンクルについても少し。ADとDA比べて AD大きかったからプランとる…それやとあまりに

も単純ですよね。それやったらまた違う DA考えてみるとか DAなくすようなより良いプランをみんなで

考えてみるとか色々やと思います。第一目的は時間内に結論をだすことなんで、時間がないなら無理にす

るべきではないですが、時間があるなら是非もう少し先の議論に進んで見てください♪ 
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以上がディスカッションの構造です。わかってもらえたでしょうか？かなり高度な難しい話まで教えたん

でわかりにくいかもしれません。しかし実際にやってみることでわかってくると思いますし、東遠セレク

までにはしっかり身につくように教えていきます。ではより実践的に、どういう風に進んでいくかを見て

みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、  どのように進んでいくか。 

 それではディスがどのように進んでいくかを説明したいと思います。順番は前の表に書かれている番号

のとおりです。おさらいすると↓ 

① problem area 

② harm area 

③ linkage area 

④ plan area 

⑤ advantage area 

⑥ solution area 

⑦ disadvantage area 

⑧ comparison area 

⑨ conclusion area 

の九つです★ 

では、一つずつ各エリアで何をするのかについて説明していきます。 
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① problem area 

ここでは、現状で起こっている問題を確認します。オピメがどのような問題を解決したいかを確認す

るところですので、オピメが気にしない話は全て不要です。 

また、問題の原因（cause）についてもここで確認します。なぜなら問題だけを解決しても、その原因

を解決できなかったら解決にならないからです。 

例えば、朝起きれないという問題があったとします。それなら解決策は目覚まし時計を買うとかです

よね？でもその原因が夜更かしだったとします。朝の６時まで起きている人は朝７時に目覚ましが鳴っ

たとしても、気付かず寝ているということはあると思います。ならば解決策は夜早く寝るという風にな

り、原因を詰めると解決策が変わるということもあります。 

まぁ原因も含めて大きく現状に起こっている問題を確認するエリアとなります。 

 

② harm area 

 ここでは現状で、問題によって起こっている害を確認します。害というのはオピメが助けたい人

（target）が受けている悪い事象のことで、命を落としたり、病気になったり、精神的に害されるなど

があります。 

 その害を確認した後は、その害が target にとって深刻かどうか、また日本政府が動くべきかどうか

についても話します。なぜなら target にとって深刻でなければ助ける必要がないですし、日本政府が

動く必要がなければ、その政策について考える必要がないからです。 

 例えば、harm が「蚊が死ぬ。」だったとします。蚊にとっては深刻ですよね？でも日本政府が動く

べき問題ではないですよね？こんな風に深刻さを確認することでムダな話をしなくて済むんです。 

 

ここで補足的に説明しておきたいのが、何故問題や害から話をするかってことです。それは上でも言

ったように planが社会を改善するためのものですから、何が改善されるかを確認するために、現状で悪

いところを確認する必要があるのです。また、現状には様々な問題があります。その中でそのうち一つ

の解決策を考えるために時間を割くんですから、せっかく話あって得られた結論が「蚊が死なない。」だ

ったらしょぼいですよね（笑）だから先に問題点、日本政府が動くべきかを考え政策の吟味にうつるの

です。 

 

③ linkage area 

ここでは、problemと harmの関係について確認します。 

問題と害の関係というのは、問題によって害が起こっているという関係です。つまり problem areaで

説明した原因と問題と同じ関係です。原因によって問題がおこり、問題によって害が起こるということ

ですね。 

前のエリアで害は深刻なので日本政府が動こうとなりましたから、害の原因をなくすために問題がな

くなるような planを考えましょうということなのです。関係の説明は以上です。 

では、エリアで何をすればいいかというと、本当に問題によって害が起こっているかどうかというこ

とを確認すればいいです。何故なら、もし問題と害がつながっていなかったら、問題を打ち消すプラン

を考えても害は消えず、意味がないからです。もし問題と害がつながっていないと感じたら反論してみ

てください♪ 
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④ plan area 

ここはオピメさんが考えた政策を理解するところです。ここで確認することは planによって何が変わ

ったかということです。現状と変わった点があるから、状況が変わっていくので、何が変わったかを確

認する必要があります。 

ここでよくあるのが、「この plan じゃ解決できないんじゃないか？」と思うことです。これは素晴ら

しいです。ぜひその意見を言ってください！！ただしこのエリアではありません。後に solution areaと

いうところがあります。そこは planによって ADが得られるかどうか、つまり解決されるかどうかを確

認する場所なので、そこで「私は解決されないと思う。なぜなら…」という形で反論してください。 

ここではオピメのプランをリスペクトして、プランの理解、変わったところの理解につとめてくださ

い。 

 

⑤ advantage area 

ここは AD とは何なのかを確認する場所です。一般的に harm の逆となっています。害がなくなると

いうことが利益と考えるのです。 

 

⑥ solution area 

ここは plan によって AD が生まれるかどうかを確認する場所です。ここでは理解するだけではなく、

自分の意見を述べることができます。解決されないと思ったらどんどん意見を述べてください。 

ここで出される反論には二つのタイプがあります。一つ目は all cutというものです。オールカットと

いうのは ADが全く生まれないという意見でこの反論が立証されると、ADが得られないという結論にな

ります。そうなると比べるものが確認できないので先には進めません。もしオールカット出来た場合は、

プランを考え直そうなど次に進む提案（suggestion）を忘れないでください☆ 

二つ目は partial cutというものです。パーシャルカットは ADが生まれていることを認めたうえで、

その AD の数はオピメが考えているものよりは少ないよというものなので、あまり先に進むことに関係

ありません。なのでこのカットでごちゃったりしないようにしましょう！オピメも認める。パンツもご

ねない。 

ここでパンツの時に忘れてほしくないのが、自分の意見がどっちのタイプなのかを理解しておくことと、

結論を出すことを意識して無駄にごねず妥協するということです。 

 

⑦ disadvantage area 

ここは plan によって DA（今までは起こっていなかったデメリット）が起こるということを証明する

場所です。まずみんなが DA の idea を出し合い、立候補者の中から DA プレゼンターを一人決めます。

そしてその人の ideaの吟味に入ります。 

そこでは DAの理解、本当に起こるかどうか、深刻な DAかどうかについて話します。 

ここで重要なのが本当にプランによっておこった DAかどうかということです。例えば、｛過労死する

人がいる｝という害に「８時間で会社を閉めさせる」というプランをとったとします。そうすると会社

での時間外労働はなくなるから過労死は減りますよね？そこで DA が家での過労死が増えるというもの

だったとします。一見プランによって生まれているように見えますが、助けたい人が場所は関係なく全

ての過労死の人だったとしたら、結局プランによって新しく生まれた害ではないのです。もし会社の労
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働で死ぬ人と家での労働で死ぬ人の合計が変わらなかったら、それは DA ではなく AD が生まれていな

いというカットになるのです。 

しかしこの ideaでも DAになる時もあります。それはプランによって死ぬ人が増えるという証明が出

来たときです。そのときはその増えるであろう数が DA となります。例えば、家には仕事をする環境が

ないからより多くの努力が必要になって労働時間が増えるとかね。 

つまりプランによって現状より悪くなったという証明が必要なのです。これをユニークネスといいま

す。 

 

⑧ comparison area 

ここは ADと DAを比べるところです。比べ方は様々ですが judging criteriaを設けて、項目ごとに比

べていくことが多いです。 

 

⑨ conclusion area 

ここは結論を出すところです。コンパリの結果をもとにプランをとるかとらないかの結論をだします。

その結論を出したあとに、DAが消えるようなプランの付け足しをみんなで考えたり、どんな結論がベス

トかを考えてもいいと思います。（このエリアは comparison areaと一緒なことが多いです。明確なわけ

目はなく、流れで結論を出します。） 

 

 

 

では、もう一回各エリアですることって言うのを要約します。 

① problem area…どんな問題かの確認、その存在の確認、（causeについてもここで確認） 

② harm area…どんな害かの確認、その存在の確認、その害が深刻かどうかの吟味 

③ linkage area…問題と害のつながりの吟味 

④ plan area…どんなプランかの確認 

⑤ advantage area…どんな利益かの確認 

⑥ solution area…プランから利益が得られるかどうかの吟味 

⑦ disadvantage area…新しい害がどんなものかの確認、本当にプランから生まれるのかの吟味、そ

の害が深刻かどうかの吟味 

⑧ comparison area…ADと DAを比べる 

⑨ conclusion area…結論を確認する 
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 このような順番です。各エリアの働きは説明したので、実際にどんな感じで進んでいくか説明していき

ます。 

Narrowing 

↓ 

オピメ決定 

↓ 

オピニオン吟味 

↓ 

DAプレゼンター決定 

↓ 

DA吟味 

↓ 

コンパリ 

 

オピニオン吟味～コンパリまでは説明をしたので、Narrowingとオピメ決定について説明します。 

 まず narrowing というのは、ディスカッションの進む方向を決めることです。言うことは、おおまか

に分けて二つ。一つ目は目的。目的は、「日本政府は～問題にどのような政策をとるべきか？」に答えを

出すというものです。またどのように答えを出すかということも述べられます。これは ADと DAを比べ

て答えを出しましょうという方法です。二つ目はどのように目的を達成するかです。その方法として 1

オピニオンプレゼンターシステムがあります。 

 ディスは始まったときまだ何をするかも決まっていません。ですので方向設定（narrowing）が必要な

のです。 

 次にオピメ決定です。ルールも決まっていないので、もちろんオピメも決まっていません。なので決め

ます。立候補した人の中から、上手そうな人、愛想のいい人など各自の判断で投票し選びます。決め方は

自由なのでじゃんけんとかでも構いません。 

 

 次はオピニオン吟味ですが、どのようなエリアがあったか覚えてますか？またそこで何をするか覚えて

ますか？ 

 各エリア決まっている目的を達成するために、話し合います。じゃあ各エリアでどのようなステップを

ふんで話していくかを説明します。 

 

Problem areaでは三つのことをします。 

１、曖昧な言葉の定義づけ。たとえばいじめ問題で children って言ってもいじめる方かいじめられる

方かわからんよね？そういう言葉を定義づけします。 

２、evidence を使って問題が本当に起こっているかを確認します。オピメの想像だけではイメージし

にくいし、「今法律がダメやから法律を変えよう。どんな法律あるか知らんけど。」とか言われても何も話

す気にならんと思います。また evidenceは信憑性が必要です。朝日新聞が「子どもが自殺した。」ってい

うのと、インターネットの掲示板で「投稿者：名無し 内容：うちの学校で自殺した子いるらしいでー。」

っていうのやったら明らかに朝日新聞のが信憑性あるし、まずインターネットの書き込みは信じることが



 12 

出来ませんよね。エビはプリントアウトされた紙とかゆう意味ではなく、事実を証明できる証拠である必

要があるのです。 

３、プロブレムを理解するために質問をします。原因などはここで聞きます。 

 

 

Harm areaでは三つのことをします。 

１、曖昧な言葉の定義づけ。 

２、3impacts の説明。3impacts とは、ターゲット（害を受けた人）、クオリティ（受けた害）クオン

ティティ（受けた人の数）のことで、起こった害の深刻さをあらわすために説明します。判断する基準を

挙げることでより具体的になるのです。 

３、害の深刻さを確認する。これは上で説明しました。 

 

 

Linkage areaでは一つのことをします。 

１、 プロブレムとハームのつながりの確認。 

 

 

Plan areaでは二つのことをします。 

その前に一つ説明。プランは方向とそのための具体策のふたつで構成されています。例えばいじめを無

くすというのが方向で、そのためにいじめっこに罰を与える法律を作るというのが具体策です。 

では１、方向の文の曖昧な言葉の定義づけ。 

２、 具体策の理解。ここではどのような内容かだけではなく現状と変わった点を確認してください。 

 

 

Advantage areaでは二つのことをします。 

１、 曖昧な言葉の定義づけ 

２、 3impactsの確認。この二つは harmの逆なのでほとんど確認することはありません。 

 

 

Solution areaでは二つのことをします。 

その前に一つ説明。ここではプランによって AD が得られるかどうかを吟味しますが、いきなりプラ

ンによって AD を得られるかを考えるのではなく、まずプランによってプロブレムがなくなるかどうか

（つまり causeを消すことができたかどうか）、次にプロブレムがなくなったことによって害がなくなる

（ADを得られる）かどうかを吟味します。理由は話す論点がたくさんあると色んな話が同時に出てしま

うのでゴチャってしまうからです。 

では１、プランによってプロブレムがなくなるかどうかの吟味。 

２、プロブレムがなくなったことによって害がなくなるかどうかの吟味。 
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Disadvantage areaでは五つのことをします。 

１、DAプレゼンター決め。決め方は自由。 

２、曖昧な言葉の定義づけ 

３、3impactsの説明 

４、DAがプランによって起こっているかどうかの吟味 

５、DAの深刻さの確認 

 

Comparison and conclusion areaでは一つのことをします。 

１、 ADと DAを比べ、結論を出す。 

 

以上のように進んでいきます！！！！！！！！ 
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４．もしもあなたがオピメなら… 

 ディスでは登場人物を大きくわけて二つにわけます。オピメとパンツ（その他の参加者）です。ここ

ではそれぞれのやるべきことを述べたいと思います。 

そしてここはオピメの章。 

オピメのやるべきことは大きく分けて二つ。１、オピメになるために。２、オピメで勝つために。では

一つずつ。 

では「オピメになるために。」から！ 

まずオピニオンを作ります。作り方は、 

 

トピックについて知識を入れる。 

↓ 

助けたい人と助ける方法を考える。 

↓ 

４sentencesを作る。（problem, harm, plan, advantage） 

↓ 

各エリアに必要な説明を考えノートに書く。 

↓ 

自分のオピニオンのアピーリングポイントを考える 

 

こんな感じです。準備は結構要ります。最初から完成されたオピニオンはありません。（断言）どんな

上手い人でも何回も説明は考え直すし、作り直します。だから何回でも直してください。それがいいオ

ピメになる秘訣です。 

 

次に「オピメで勝つために。」です。オピメで勝つためには、いかに ADが得られることを証明するか、

どうやって AD＞DAにしてプランをとるかの二つについて考えていってください。 

そこですることは、 

 

どんな質問が来るか考え、それの答えを用意する。 

↓ 

どんな反論（カット）が来るか考え、それの返しを考える。 

↓ 

どんな DAが出るか考え、コンパリで勝つ方法を考える。（どんな判断基準なら勝てるか考える。） 

 

ここまで出来たらあなたはスーパーオピメです★ここまで考えたことを文にしてノートに書き留めて

おくとスラスラ喋れるし、上手く伝えられるから便利です。 
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５、もしもあなたがパンツなら… 

続いてもしもあなたがパンツならです。ここでは「自分の意見を言うために。」ということを説明しま

す。 

 

自分の意見に言うために必要なことは、 

 

各トピックについて知識を入れる。 

↓ 

各トピックの代表的なプランを知る。 

↓ 

それぞれのプランに対する自分のアーギュメント（オールカットまたは DA）を考える。 

↓ 

それを証明するために必要な情報や話を考える。 

↓ 

それを引き出すための質問を考えたり、情報を集めてきたりする。 

↓ 

テーブルで出す！！！！！！！！！！！ 

 

これは何よりも経験なんで、いっぱいチャレンジしてください。ファイト♪ 

 

そんでアーギュメントを考える一つの材料として、もう一回 SQと P/Sの話をしたいと思います。おさ

らいすると SQが過去の統計を踏まえた現状で P/Sが現在だけのことでしたね。 

それで変わってくるのが比べる対象なんですね。例えばどんどん犯罪が減っているとします。1年ごと

に１０→８→６みたいな感じです。そこで犯罪が悪いと考え何か対策をとりました。プランの一年後５

になりました。さぁこれは ADになってますか？ 

なってませんね。P/Sの６と比べたら確かに１減ってます。でも SQで考えると１年後は４になってい

ます。しかもそれにまた対策を練った訳だから３ぐらいになっていてほしいんです。でも５でした。こ

れは逆に増えてますよね？ADなんか得られてません。むしろ DAです。 

こんな風な考え方が出来るんです。上の例はわかりやすく説明しただけなのでディスではそのまま使え

ることはないかもしれませんが、この考え方を入れておくことで DAを思いついたりします。SQと P/S

の話は頭においておくだけでいいです。現状では SQ を確認しているんだということだけ覚えておいて

ください。 

 

アーギュメントに関してはもっと実践的にやっていきたいと思います。アーギュメントを持ってテーブ

ルに望めたら、絶対に活躍出来ると思います！ 
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６、ディスで使われる技の紹介 

ここではディスで使われる技の数々を紹介していきます。 

 

・ クエスチョン 

相手に質問すること。I have question about～? May I ask you?で入ります。また５W１Hのよう

な無限の答えがある聞き方ではなく、Do you～？とかWhether ~ or not?などのイエスノーや選ぶ

だけで答えられる質問のほうが答えやすく聞きたい答えが聞けます。TPOあります。 

 

・ カンファメ 

今、話していることを確認すること。May I confirm about～ではいります。質問とその答えを確

認したり、今までに出た話をおさらいしたりします。 

 

・ サジェスチョン 

提案のこと。先にこっちから話しましょうとか、不用な話は置いておきましょうなど。これには絶

対に理由をつけることが必要です！！！！！ 

 

・ NLC 

Numbering, Labeling, Contentsの略で、複数のことを話すときに番号をつけ、何についてはなし

たいのかを述べ、本題に入る技術。 

 

・ CCF 

Conclusion Comes Firstの略。結論を先に述べ、後から理由を言うこと。何が言いたいのかわか

りやすくなる。 

 

・ AREA 

Assertion, Reasoning, Evidence, Assertionの略。主張、理由、証拠、もう一度最後に主張をいう

ことで相手を説得する技術。 

 

・ KISS 

Keep It Short and Simpleの略。短く簡潔に言いましょうということ。 

 

・ Word Choice 

言葉選びのこと。同じ意味の言葉は同じ単語を使うとか、わかりやすい単語を選ぶことなど。 

 

・ Chart 

図や絵を書いて相手に視覚的に訴えることでわかりやすくする技術。NLC が大事。また何のチャ

ートかわかるように title をつけることも大事。チャートを見てもらうだけではなく、しっかり説

明を加えること！ 
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・ Q-C-A-C-S 

話の理想的な流れ。Question, オピメによるカンファメ、オピメによる Answer, 質問者による話

のおさらいのカンファメ、Do you have any other question?という Suggestionの流れ。これを統

一しているとテーブルがきれいになります。パンツ側に絞って「Q-C-S」ということもあります。 

 

・ Logic 

主張と理由を三段論法で表したもの。Claim（主張）、Data（証拠）、Warrant（そのデータから主

張を述べた理由）の三つで構成されています。相手に論理的に主張する際にもっともよく使われる

技法です。これはまた今度しっかり説明します。 

 

・ コンセンサス 

全員の共通理解のこと。一般的に evidenceが事実として判断されるが、ideaでも全員のコンセン

サスが得られればそれを factとしてみなす事が出来る。 

 

・ ３D 

Division（わけること）、Definition（定義）、Difference point（違い）の略。Qをするときによく

二つ思いついたんですけど、どっちですか？って聞くことがあります。そのときに気をつけてほし

いのが３Dです。まずわけます。次に一つ目の意味と二つ目の意味を述べます。そしてその違いを

述べることで、相手に選びやすくさせる技術です。使っていくんでパクってください！！ 

 

・ Do you know? Do you care? 

これは主に ASQで使う文です、ASQというのはオピメの助けたい人を理解するためのものですよ

ね？だからオピメの気にしない部分は不用なんです。だから Qするときは I have question about

～. Firstly do you know? で知っていたらDo you care? んでケアしたら答えを聞くというかたち

です。これを心がけることによってかなり無駄な話を省けます！！ 

 

 

以上がディスで使われる技術です。全部慣れが一番大事なんで、積極的に使っていってください。アプ

リケやとテーブル組む回数少ないけど、その分集中して使っていきましょう。意識すれば行動は変わり

ます。信は力なり。継続は力なり。 
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７、台本 

Narrowing, opinion presenter用 procedure, DA presenter用 procedureを載せておきます。 

本当は自分で考えてやるのが一番理解できると思うんで、あんまり載せたくないんですが、時間の限

られている中央アプリケなんで載せます。でもしっかり理解して、読まなくてもすらすら出てくるよう

にしてください！！ 

 

 

 

Narrowing 

 

I want to confirm 2things. First one is the purpose. Second one is how to achieve 

the purpose. Because without purpose and how to achieve the purpose, we cannot know 

what should we do today. I explain one by one. 

First, purpose is to answer the question of the title. The title is “what policy 

should the Japanese Government adopt concerning educational issues”. And I want to 

confirm how to answer the question of the title. To answer the title, let’s use advantage 

and disadvantage. If AD outweighs DA, let’s take plan because we will be able to make 

situation better. If DA outweigh AD or DA is equal to AD, let’s keep SQ. because we 

cannot make better situation and waste of time and money.  

Second one is how to achieve the purpose. I suggest 1 opinion presenter system. 

Because if there are more than 2 opinion presenters, we will be confuse. 1 opinion 

presenter system is better. 

And I want to suggest one more thing. That is way to decide 1 opinion presenter. I 

want to respect his/ her will. Because if he/she have will to be a opinion presenter, such 

a person do one’s best. If you have will to be an opinion presenter, please raise your 

hand. 

 

 

もし二人以上いたら… 

There are ○candidate to be opinion presenter. And I suggest one thing. Lets 

decide by voting. Because it’s fair. And each candidate, please show your topic and 4 

sentences and appealing point. 
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オピメの進め方 

 

I’d like to start the presentation of my opinion. The topic is … I show main sentences. 

Problem, Harm, Plan, Advantage. Please write them down. 

 

The Problem sentence is … 

The Harm sentence is… 

The Plan has 2 parts, Direction and Mandate. 

The Direction sentence is… 

The Mandate sentence is… 

The Advantage sentence is… 

Could you catch? 

 

My opinion consists of 2 parts. The 1st one is Analysis of the Status Quo. 2nd is Plan side. 

I explain one by one. 

 

About Analysis of Status Quo.  Analysis of the Status Quo consists of 3 parts. 

1st is Problem area. 2nd is Harm area. 3rd is Linkage area. And I explain function of each 

stage.  

 

1st, problem area. In the problem area, please understand problem of status quo. 2nd, 

Harm area. In harm area, please understand harm of the status quo, and please 

examine whether this situation is harmful or not. 3rd, Linkage area. In linkage area, 

please examine whether this problem really leads harm or not. Could you catch? 

 

Next, I’d like to explain plan side. Plan side consists of 6 parts. 1st is Plan area. 2nd is 

Advantage area. 3rd is Solution area. 4th is Disadvantage area. 5th is Comparison area. 

6th is Conclusion area. And I explain function of each stage. 

 

1st, Plan area. In the plan area, please understand my explanation of the plan. 2nd , 

Advantage area. In the Advantage area, please understand my idea of advantage. 3rd  , 

solution area. In solution area, please examine whether my plan really make advantage 

or not. 4th, Disadvantage area. Please show your idea of Disadvantage. And why don’t we 

examine whether my plan will make this idea of disadvantage or not. About 5th , 

Comparison area. Let’s compare Advantage with Disadvantage. Lastly, in conclusion 

area, why don’t we confirm the conclusion? Everyone, could you catch? 

 

 

 



 20 

Problem area 

Now, I’d like to start the problem area.  

In the problem area, I set 4 steps. First, I’d like to explain vague words in the problem 

sentence. Next, I welcome your question about vague words. Third, I prove the existence 

of the problem. Lastly, I welcome your question about evidence and all of problem. Could 

you catch everyone? 

 

 

So, I explain the vague words in the problem sentence. 

I have 2 vague words. The first one is … The second one is … I’d like to explain one by 

one. First… means … Second … means …  

 

Next, I welcome your questions about the meaning of words, one by one. 

Do you have any questions about …? Second, do you have any question about …? 

 

Next, I’d like to prove the existence of the problem. 

Evidence from (evidenceの出所です), quote(……………………………)unquote. 

And I welcome question about evidence. Do you have any questions about this evidence? 

 

Forth, I welcome your questions all of problem. 

Do you have any questions about all of problem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harm 

In the harm area, I set 5 steps. Firstly, I’d like to explain vague words in the harm area. 

Next, I welcome your question about vague words. Third, I show you 3 impacts. Fourth, I 

welcome your questions about 3 impacts. Forth, I welcome your questions for about 3 

impacts. Lastly, I’d like to reach a consensus whether this situation is harmful or not.  

Could you catch? 
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So, I explain the vague words in the harm sentence. 

I have 1 vague word. This is … This… means …  

 

Next, I welcome your questions about the meaning of words. 

Do you have any questions about …?  

 

Next, I show you 3 impacts. Target, Quality, Quantity, 

Target is … Quality is … Quantity is …  

I explain one by one.  

 

Next, I welcome your questions one by one. 

Do you have any questions about Target? 

Do you have any questions about Quality? 

Do you have any questions about Quantity? 

 

Next, I’d like to take a consensus whether this situation is harmful or not. 

I think this situation is harmful because ………… 

Firstly, I welcome your questions about this harmful situation.  

Secondly, I welcome your objections about it.  

Do you have any questions? Do you have any objections? 

 

 

 

Linkage area 

In linkage area, I set 2 steps. First, I explain the linkage between Problem and Harm. 

Next, I welcome your question. Could you catch? 

 

 

So, I explain the linkage between Problem and Harm. …………………… 

I welcome your questions about linkage. Do you have any questions? 

 

Problem 

 

 

 

 

Harm 
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Plan area 

 

In plan area, I set 3 steps. 

First, I welcome your question about vague words in the Direction sentence. Second, I 

explain the contents of Mandate. Lastly, I welcome your questions about Mandate. 

Could you catch everyone? 

 

 

So, I have no vague words in the Direction sentence. Do you have any question? 

 

Next, I explain about direction. This direction means …………….  

I welcome your question about all of direction. Do you have any question? 

 

Next, I explain the contents of Mandate. ……………………… 

I welcome your questions about Mandate. Do you have any questions about Mandate? 

 

 

 

 

 

Advantage Area 

 

In the Advantage area, I set 4steps. 

First, I explain about advantage. Second, I welcome your question about my idea of 

Advantage. Third, I show you 3 impacts. Fourth, I welcome your questions about 3 

impacts. 

 

 

So, I explain about advantage. This advantage means ……….. 

I welcome your question about advantage. Do you have any question about my idea of 

Advantage? 

 

Next, I show you 3 impacts. Target is … Quality is … Quantity is … I have no 

explanation about them. 

I welcome your question about 3 impacts. Do you have any question about 3 impacts? 
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Solution area 

 

In solution area, I set 6 steps. 

First, I show you step sentence. Second, I welcome your questions about step sentence. 

Third, I explain the 1st linkage. Forth, I welcome your question and objection about 1st 

linkage. Fifth, I explain 2nd linkage. Lastly, I welcome your question and objection about 

2nd linkage. Could you catch?  

 

 

So, I show you a step sentence. The step sentence is that … 

Do you have any question about step sentence? 

 

Next, I explain the 1st linkage. I think this linkage is clear. Because ……………… 

I welcome your question about 1st linkage. Do you have any question? 

I welcome your objection about 1st linkage. Do you have any objection? 

 

Next, I explain the 2nd linkage. I think this linkage is clear. Because ……………… 

I welcome your question about 2nd linkage. Do you have any question? 

I welcome your objection about 2nd linkage. Do you have any objection? 

 

Plan 

 

 

 

 

Step sentence 

 

 

 

 

Advantage 
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Disadvantage Area 

 

In order to confirm your idea of disadvantage, firstly why don’t we gather the idea of 

disadvantage? Without gathering idea, we can’t examine idea itself. So why don’t we 

gather idea itself. Ok? Next, why not choose one idea of disadvantage? Because, if there 

are more than 2 idea of disadvantage. Then we will be confused. So why not choose one 

idea? Ok? Lastly, let’s examine that idea! Did you get it about my procedure? Do you 

have any questions about my procedure? 

 

 

First, if you have the will to be disadvantage presenter, please raise your hand. 

 

*If only one candidate, 

OK!! Mr … please goes ahead!! 

 

 

*If more than 2 candidates, 

To decide the one disadvantage presenter, firstly, please show the sentence. Secondly, 

please show the 3 impacts. Lastly, please show your appealing point of your idea. 

Please explain one by one from my right/left hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Unfortunately time has come. We cannot get conclusion. So let’s keep Status Quo. 

Thank you for nice corporation.) 
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DAプレゼンターの進め方 

 

In disadvantage area, I set 6 steps. First, I explain the vague words in disadvantage 

sentence. Second, I welcome your question about words. Third, I explain 3 impacts. Fifth, 

I welcome your question about impacts one by one. Fifth, I prove the linkage between 

plan and disadvantage. Sixth, I’d like to take a consensus about whether my idea of 

disadvantage is serious or not. Could you catch? 

 

So, I explain vague words. The word is … 

I welcome your question about words. Do you have any question? 

 

Next, I explain 3 impacts. Target is … Quality is … Quantity is …  

I welcome your question one by one. Do you have any question about Ta, Ql, and Qt? 

 

Next, I prove the linkage between plan and disadvantage.  

To prove the linkage, I set 6 steps. First, I show you step sentence. Second, I welcome 

your questions about step sentence. Third, I explain the 1st linkage. Forth, I welcome 

your question about 1st linkage. Fifth, I explain 2nd linkage. Lastly, I welcome your 

question about 2nd linkage. Could you catch?  

 

I’d like to take a consensus whether my idea of disadvantage is harmful or not. 

First, I explain whether this situation is harmful or not. Next, I welcome your question 

or objection about it.  

 

I think this situation is harmful because ………… 

Do you have any question or objection? 

 

Plan 

 

 

 

 

Step sentence 

 

 

 

 

Disadvantage 
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８、あとがき 

 

 はい。やっと終わりました。費やした時間は合計２４時間以上だと思います。2年間の経験を詰めてみ

ました♪このマニュアルが中央アプリケ成功につながってくれることを願います。 

 

中央アプリケ参加者へ 

 いきなりこんなん渡されても、はっきりいって全然わからんかもしれんけどしっかり説明するんで、頑

張ってついてきてください。ディスをするごとにわかってくると思うし、長いけど何回も目を通してくだ

さい。これを理解して、勇気と準備をもってトライしてくれたら、絶対にセレクに受かると思います。頑

張ってください！ 

 

来年の外事部長さんへ 

 来年は東遠への中央アプリケ参加者はいるんでしょうか？いっぱいアピールして確保してくれていろ

ことだと思います。引継ぎ資料として渡します。使ってくれてもいいし、自分の経験をもとに書いてもい

いと思います！！何よりもアプリケ参加者を東遠つれていってあげてください。忙しいかもしれませんが

頑張ってください★ 

 

プレのいおりさんへ 

 ダメだしお願いします（笑） 

 

はい、現在２００６年２月２４日 8時 54分。一応出来ました。喰らえ、２５ページの燃えるゴミ！ 

 

 

 

 

 

 

 

同大オープンに向けて少し修正を加えましたー☆ 

 

文責  佐久間 一己 


