
■ FORMAT & NARROWING 

  
Q1.ナローイングは何のためにあるの？ 

  Ａ：Discussion を進めていく上でのルール決め 

   ナローでルール（目的、ゴール、プロシ、オピメ等）を決めなければ、Discussionできないか 

ら。 

 

Q2.ナローイングで「J/G のスタンス①阿部内閣の方針に従う②俺らの J/G…どっち？て聞かれた

らどうする？ 

  Ａ：②俺らの J/G 

 

          ×take plan＝俺ら 

   

 

J/Gのスタンスに従ったら、take plan ありえない 

 

             ×touch＝×take plan 

 

 

現状で J/G×touch 

 

Q3.もし「今日はオピニオンメーカー無しでディスカッションしよう！」と言われたら？ 

   

Q4.もし「今日はオピニオンメーカー2人（３人）でディスカッションしよう！」と言われたら？ 

 

Q5.ナローイングで”What is the meanings of “to answer the question of the title ?”と言われた

ら？ 

 

Q6.ディス始まる前に”Please tell me mandate”と言った時”Why ?”と聞かれたら？？ 

  A:Mandate を聞く事によって、あらかじめどのような TG を救えるかある程度予想でき、又、idea

が考えやすく、議論を組み立てやすくなる事により時間短縮につながるから。 

 

Q7. AD>DAならなぜプランを採るの？ 

  A:sit が change し、なおかつ present sitより better sitになる事が見込めるから。 

 

 

 

 

 ADという betterの要素が DA という worseの要素に勝っている 

 

Q8.DA>ADならなぜプランを採らないの？ 

  A:sit が change はするが、present sitよりも worse sitになると考えられるから 

 

 

 

 

 DA という worseの要素が AD という betterの要素に勝っている 

 



Q9.AD=DAならなぜプランを採らないの？ 

  A:sitが changeしない、つまり present sitと比べて betterでないから。又、planをとるのに、cost

（time,money等）がかかってしまうから 

    これに対し、change しなければこの先もずっと同じ sitだが、change（take plan）すれば自分

たちの予想しえなかった AD が起こる可能性も否めないという意見もあるが、この点は、①、

J/Gは ADが起こる可能性があっても、DAが起こるのを恐れている。②betterになる、ADが

起こる可能性は未知数で、そんな×sureな所にcost（time,money）をかけられないため、が考

えられる。 

 

Q10.なぜ Problem-Solving Formatや Comparative-Advantage Format などの Formatがあるの？

Formatなくてもよくない？ 

   A:より建設的な議論ができるから 

   確かに、Format がなくても Discussion はできるが、各自がいつ、何を話せばいいのかのコン

セが取れていなく、行ったりきたりのする非建設的な議論になりかねないが、Format があれ

ば、各自がいつ、何を話せばいいのか、ある程度コンセが取れているので、スムーズ、かつ

建設的な議論ができる。 

 

Q11.なぜ Problem→Harm→Linkage between Pro & Ha→・・・という順番になってるの？

（Problem-Solving Format） 

   A: 

 

Q12.なんでいつも議論する順序は、Plan の次は DA じゃなくて ADなの？ 

    A:ADが存在しなければ、そもそも DA を話す意味がないから 

    ADがなければそれは automatically×take plan なので、DA を見る必要がない。DA を、ＡＤ

がたつか分からない状態で話すと、時間の無駄になる。（DA 話したけど、AD 立たなかったと

いう Case） 

 

Q13.Observation エリアの意義は？ 

 

Q14. な ぜ Observation → Advantage → Plan → ・ ・ ・ と い う 順 番 に な っ て る の ？

（Comparative-Advantage Format） 

  

 

  

■ PROBLEM 

 
Q15.Problem エリアの意義は？ 

 Ａ：現状で発生している問題を明確にする事での、TGの確認、plan での方向性の決定 

 

Q16.じゃあ Problem Areaで「話してもいい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 Ａ：話してもいい事 

   問題の概要と、受けている人（TG）とその関係者の definition、つまり、オピメの Term 

definition と、実際その問題が起きているのかどうか（Evidence） 

   話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり意義に当てはまっていない、突飛な話。 

   

 



 

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

ex)ＤＡの話を出してきたら、まずＤＡの定義を話し、Pの意義を話し、修正しなければならない 

 

Q17.誰かが自分の idea of causeを証明しようとしてきたら？ 

 A:まだ Pが Pたりえるのかが確認できていないから、後（Ｃａｕｓｅ）で話そうと流そう 

     

            Pが Pたりえるか×sure 

              ＝ Ｃで話そう     

                                 

 Pが Pたりえるか×sure                時間の無駄＝Ｃで話そう  

           

          S/O/H確認していない   

            ＝×sure         時間の無駄          

                             

まだ S/O/H 確認していない                        meaningless＝時間の無駄 

 

                           もし S/O/Hたたなかったら、Cause 確認しても 

                           meaningless 

 

Q18.Problemの T/Dで誰かが、自分の意見を証明しようとしてきたら？ 

 A：まずオピメのＴＧを確認して、後で必要性感じたら救おう 

   At least オピメの TG話せば ok 

 

RSN①オピメ以外のＴＧだと、Ｍで救えない可能性が出てくる。 

   ②オピメは Evi を持っているであろうと想定される（まだ Evi は確認していないが、エリアを設

定してると考えられるので）ので、信憑性はオピメ sTG＞idea。このことから、信憑性の高い

clearに存在していると考えられるものをＴＧにすべき 

   ③オピメのＭで、そのＴＧも助けられるかもじゃん。そしたらＡＡＤだから、後でＡＡＤとして扱お

う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q20.Problemのエビデンスで Sentenceの証明出来ていなかったらどうする？ 

 Ａ：まずオピメ以外の人に Eviがあるか聞く 

       

 

他に Eviがあり、証明できたら okだから 

   無いケース                      有るケース 

                                    

 

imagineできたらコンセをとろう               OK!! 

 

 

   imagine でコンセ取れたら、prove出来たという事だから 

     

 

   ①imagine出来たという事は、存在する possibilityがそれだけ高いから 

   ②もし imagineでコンセを取らなかったら、実際に起きている、起きていないの水掛け論になる

ため、imagine でコンセを取るという妥協が必要 

 

Q21.Problemで誰かが DAだしてきたら？ 

 Ａ：今話すせない（話すのは難しい）ので、後で話そうと流す 

 

            Pが本当にＰか×sure 

              ＝後で話そう 

                                  時間の無駄になる可能性あるなら、 

  まだ Pが本当にＰか×sure               後で話そう 

 

                       Pが本当にＰか×sureＰだと 

時間の無駄になるから 

  Harm、S/O/H確認していない           ＤＡ起こりえないのに話す 

                                 ＝時間の無駄 

 

                      Pが立たなかった場合、ＤＡはそもそも起こりえない 

 

Q22.プラン見ない限りどんな DA が起こるか分からないよ、と言ったらメインセンテンスから分かる

よ！って言われたら？ 

  Ａ：同上 

   もしＡＤが確認できなかったら、ＤＡ話しても無駄だから。 

 

Q23.オピメが提起したのとは違う問題（TG）を救おうよって言われたら？ 

  Ａ：オピメのＴＧをまず救おうとながす。 

  RSN①Timemanage的に見て‥もう、オピメのP（TG）は確認したし、atleastADへの最低限確認

すべき事はした。これからあなたの TG 話したら、めっちゃ時間かかるし、それってコンク

ルを得るっていう Disの purposeからずれてるよね？ 

     ②オピメのＭで、あなたの TG も救えるかもしれないじゃん。そしたら、AAD だし、もし救え

ないなら、オピメの TGでコンクル得てから話そ。 

 

 

 



Q24.T/Dのところで Causeなどの situationの Qをされたら？ 

  Ａ：Timemanage的に、後（必要になったら）で話そ 

  Atleast オピメのＴＧが分かれば次いける 

               

            どのように Harmを消せばいいか分かれば、次行ける 

 

オピメのＰ（ＴＧ）の sitが分かれば、どのように Harmを消せばいいか分かる 

 

 

Q25.T/Dのところで細か～くディバイドばっかりしようとしてきたら？ 

  A:オピメがそこまで定義しているかは分からない、定義していない場合は×care、＝聞いても時

間の無駄また、dｅvideが solで両方、もしくは全部 cutできるなら、大元も cutでき、some cut

なら、atleas１AD確認できる。つまり、divide しなくても○ADか×AD、よって ｓｏｌＤＥ話

すべき  

 

 

 

■ HARM 

 
Q26.Harmエリアの意義は？ 

 Ａ：Ｐがどんな害を起こしてるのか、又、どのような害を消せば、TG にとってＡＤが起こるのかの

確認 

Q27.じゃあ Harm areaで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 Ａ：話してもいい事 

   TG にとっての害の概要（Term definition）と、その害が実際が起きているのかどうか

（Evidence） 

   話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり意義に当てはまっていない、突飛な話。 

  

 

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q28.Harmの Qualityで誰かが”I want to cut not number but degree”と言って来たら？ 

 Ａ：Atleast1確認できれば OK と流す 

   Degreeが下がっても、明確な数字が分からないなら、結局意味が無い。仮にdegree下げたと

して、コンパリで比べる時、degree下がってても DAより QT高い可能性もある。つまり、ＱＴは

明確にしなければ意味が無い、明確にできないのであれば、timemanage 的にもすべきもの

ではないから、必要性感じたらやろう 

 

Q29.Harmの T/Dで誰かが、自分の意見を証明しようとしてきたら？ 



 Ａ：オピメの T/Dが atleast分かれば okと流す 

 RSN①atleast オピメの difiの Harm消せたら AD取れる、AD取れる。ここで定義変えたら、Ｍ 

     で救えなくなるかも 

   ②もしかしたら、オピメの M で消せるかも。それなら、ＡＡＤだし、消せなかったら、

counterPLAN か、spikePLAN 取るときに組み込もう。いろんなＨａｒｍを消せたらいいけど、

それの examinで時間かかってコンクル得れなかったら元も子もないじゃん。 

 

Q30.Harmが起こっている Cause を聞いてくる人がいたら？ 

  Ａ：Ｐ－Ｈリンクで話そうと流す 

   P-H LinkでＰからＨが起こっているかを確認する、つまり、P-H Linkが立てば、HarmのCause

はＰ、もしくは P-H Linkの sentenceであるということになるから 

 

 

■ LINKAGE BETWWEN PROBLEM & HARM 

 
Q31.Linkage between Pro & Haエリアの意義は？ 

 A:オピメの設定したＰから、本当にＨが起きているのかを立証しする。また、それにより sol の３rd 

linkに何を置くべきか考える。 

 

Q32.じゃあ Linkage between Pro & Ha areaで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？

何故？ 

  Ａ：話してもいい事 

   問題が本当に発生しているかの確認と、sentence の Term definitionについて 

   話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり意義に当てはまっていない、突飛な話。 

   

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q33.Pro / Ha のリンクが立っていなかったらどうする？てか何が起こる？ 

  Ａ：オピメの設定したＰからＨが起こっていないということになり、P-Hの繋がりがなくなってしまう 

   そのため、他のＨが無ければ、ＰがＰとして成り立たなくなる 

  

■ CAUSE 

 
Q34. Cause エリアの意義は？ 

 Ａ：Ｐの原因を明確にする事と、それにより、どのような解決策（Ｍ）によって解決できるかを考え

やすくする事  

 

Q35.じゃあ Cause Areaで「話してもいい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 Ａ：話してもいい事 



   原因の概要と、T/D、又 J/G のスタンスについてと、実際に原因は起きているのかの証明

（Evidence） 

   話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり意義に当てはまっていない、突飛な話。 

   

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q36.Cause area入った時”I think talking about cause is no necessary”と言われたら？ 

 Ａ：Mandate をより効果的にするためには、J/Gが何に手をつけるべきかを明確にする Cause は

必要ですよ 

 

Q37.じゃあ、どんな時に Cause area必要？どんな時に不必要？ 

 Ａ：必要 

Problemからだけでは、M（Ｃ）が考えにくい時 

Ex)Ｐ：先生が生徒に体罰をしている→C/S,puni,etc、何を改善すればいいのか vague 

不必要 

Problemから簡単に M（Ｃ）が考えられるとき 

Ex）Ｐ：死刑囚が死刑を受けている→Ｍで死刑なくせば ok、最低限ＡＤは取れる 

 

 

Q38.Cause of Cause, Cause of Cause of Cause,・・・と際限なく話を深めようとする人がいたら？ 

 Ａ：不必要だから、必要になったら話そうと流す 

   Ｍのスタートポイントは、Cause sentence を解消するものがくると想定される。そのため、Ｃ

ofC,CofCofC・・・と話ても、Ｍに影響が無い。（C が消せるＭなら、Ｐが消せ、Ｈがけせ、AD が

取れると考えられる）これは、Cause エリアの意義：Ｍを考えやすくするとずれているし、Time 

manege的にみても、無駄（Ｃの sentenceでＭが考えられるなら、不必要だから） 

 

Q39.もし止めるのならば理由は何？ 

 A:同上 

  ＭのスタートポイントはＣで十分なので、CofCまでやると time manage 的にも無駄 

 

Q40.Causeのエビデンスで Sentence の証明出来ていなかったらどうする？ 

  Ａ：まずオピメ以外の人に Eviがあるか聞く 

       

 

他に Eviがあり、証明できたら okだから 

   無いケース                      有るケース 

                                    

 

imagineできたらコンセをとろう         OK!!コンセとって、この tableの factにしよう 

 



 

   imagine でコンセ取れたら、prove出来たという事だから 

     

 

   ①imagine出来たという事は、存在する possibilityがそれだけ高いから 

   ②もし imagineでコンセを取らなかったら、実際に起きている、起きていないの水掛け論になる

ため、imagine でコンセを取るという妥協が必要 

  

■ LINKAGE BETWEEN  Cause ＆ PROBLEM  

 
Q41. Linkage between Cause & Problem の意義は？ 

 A:オピメの提示した C から、本当に P が起きているのかを立証しする。また、それにより solの２

nd linkに何を置くべきか考える。 

 

Q42.じゃあ Linkage between Ca & Pro areaで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？

何故？ 

Ａ：話してもいい事 

   問題が本当に発生しているかの確認と、sentence の Term definitionについて 

   話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり意義に当てはまっていない、突飛な話。 

   

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q43.Ca/Pro のリンクが立っていなかったらどうする？てか何が起こる？ 

 A:オピメの提示した原因から、問題が起きているのではなく、何か他のＣから起きていると考えら

れるので、ＣがＣとして成り立たなくなってしまう。 

 

 

■ SERIOUSNESS 

 
Q44.Seriousnessエリアの意義は？ 

 Ａ：TGにとって現状がseriousかどうかの確認、又、それによる room（改善の余地）があるかの確

認 

Q45.じゃあ Seriousness エリアで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは 

何故？ 

Ａ：「話していい事」 

TGにとって現状が seriousかどうか、また、その質(QL)、数(QT)、seriousnessの logicのTerm 

definition  

話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり seriousnessエリアの意義に当てはまっていない、突飛な話。 



   

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q46.Seriousness って何話すところ？ 

 A:TG にとって Harmはなぜ serious か、何が serious か（QL）、何人 serious を感じている人がい

るか（QT）を話す場所 

 

Q47.Seriousness って何のために話すの？  

 Ａ：Ｈが TGにとって本当に Hであるか確認するため 

 

 

            Ｈを確認するのには、seriが必要不可欠 

 

 

もし、seriがなかったら、Hは Hでない 

 

 

           roomがない＝ＨがＨでない 

 

ＴＧが serious と感じなかったら、roomがない 

 

Q48.現状では多くの大学で Seriousness エリアは Harm エリアに組み込まれてるけど、ほんとにそ

れでいいの？理由は何？ 

 Ａ：現状（Hエリアの中に seriエリア）で問題ない 

     

           構成要素なら現状で問題ない 

 

 

Seriは Harmの構成要素の１つであるため 

 

           Ｈかどうか確認するもの＝構成要素の１つ 

 

 

SeriはＨarmを確認しなければ、ＨがＨでなくなる 

 

               ×room=HがＨでない 

 

 

×seri＝×room 

 

 



Q49.Seriousnessで「Against the will」だからって Logic 立っているって言えるの？ 

 Ａ：言える 

 

         ＴＧが seriで logic たつ＝A/Wでもたつ 

 

                             A/Wも１つの TGの seri=A/Wもたつ 

理由は何であれ、ＴＧが 

seri と感じていれば logic 

が立つ                  A/Wでも TGは seriと感じている 

 

                              ○GAP＝seri 

                               

  

                      GAPが発生しているから 

 

Q50.Seriounessの説明でよく、「TG don’t want to die.」や「TG don’t want to get mental suffering.」

みたいなことが言われてるけど、ほんとにそうなの？何故そういえる？ 

 A:本当にそう 

 

          ①、②から、証明もしくは imagineでコンセを取ることができるため、 

本当にそうだと言える 

 

① Evi等で証明されている 

～を受けたくない、～をしたくないとしか言ってない Eviもあるが、～を受けたくない、したくない

の理由は最終的に S/M、die につながるため  

ex)D/P で死にたくない RSN家族と会えなくなるから←家族と会えないという S/M 

  C/P 受けたくない RSN痛いから←痛みを感じる事の S/M 

②一般概念（特殊なケースを除いて）として、容易に想像できる 

 

Q51.Seriousnessで誰かが「J/Gにとって seriousかどうか話そうよ」と言って来たら？  

 Ａ：今ではなく、必要になったら話そうと流す 

 

             必要ないなら、Time manage 的にも後で、必要になったら話そう 

 

 

 TGにとって seriかどうかが重要なのであって、 

 J/Gの seriさは必要ない 

 

           TGの seriだけで、J/Gの taskに当てはまるのなら、J/Gにとって seriか 

           どうかは関係ない 

 

 TGが seriだと、J/Gの task          意義に当てはまるものが確認できれば、 

(to make better situation)           J/Gにとって seriかどうかは関係ない 

に当てはまる 

                     taskに当てはまるなら、roomがあるので、roomの確認 

                     という Cの意義に当てはまる 

              

 



Q52.Seriousnessで”B/C of ボラハ, this is not serious”と言われたら？ 

 Ａ：V/Hでも seri といえる 

 

           TGにとって seriかどうかなら、V/Hでも seriといえる 

 

                             V/H かどうか必要ないなら、必要ないものは考慮

に入れないので、V/Hでも seri 

Seriで重要なのは、TGに 

とって seriかどうか           ＴＧが seriを感じるのに、 

                     V/Hかどうかは必要ないから  

                      

                                V/H でも seri と感じるケースがあるなら、V/H

かどうかは関係ない 

 

                             TGが V/Hでも seri と感じるケースはあるから 

 

Q53.トピック過労死で①All kind of death.②Death from O/W…どっち？と聞かれたら？ 

 Ａ：②Death from O/W 

 

           ｃlearなものをトリートした方が Time manage、ADの取りやすさ的に betterなので② 

 

  話している段階では、O/Ｗをしていて、それによって死にたくないというのが clear で、他の死

に関しては unclear 

 

Q54.もしあなたが①選んだ時、誰かに「O/W のユニークネス無いのに serious って言えるの？」っ

て言われたら？ 

  Ａ：言える 

 

       死そのものが seri という人もいるので、O/Wのユニークネス無くても言える 

 

 

TGは O/Wという方法が seri という人もいれば、死そのもの（ex:life span が短くなる）が seri という

人もいる 

 

何が seriか？       1    2     3 

Death from O/W    ○   ○  × 

Death from others 

(ex:Life span)     ○   ×  ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ NFC 

 
Q55.ボランタリーハームだから NFCスタンド(J/Gプランとる必要感じない)って言われたら？ 

 Ａ：V/Hでも NFC 

 

            ①②③から、V/Hでも Plan見る必要は有る。つまり、should touch 

                (②のケースだと、V/Hをコンパリの１つの criteriaに、③なら、オピメの Mがそ

の状況を変えられないのであれば、new Mを考えてみる。というコンプロマイズ

案を出す。) 

① たとえ V/Hでも、roomがある、roomがあるなら J/Gの taskに当てはまっている 

② V/H だから×touch っていうのは V/H があなたの decision criteria になってるって事ですよ

ね？それが本当に J/Gの decision criteriaかどうか決めるのは早くない？J/Gって色んな面

見るよね？ 

③ その V/Hという状況を作り出している事が seri じゃない？ 

 

Q56.Seriousnessの degreeがごくわずかだから NFCスタンドって言われたら？ 

 Ａ：ごくわずかでも touchすべき 

 

           ①②の理由から、ごくわずかでも、touch すべきである 

 

 

① ごくわずかでも、少しは room があるって事ですよね？（ごくわずかといっている時点で、at 

least 少しはある事を認めているので）じゃあ、J/Gの taskに当てはまっているよね？ 

② その degree がこれからどんどん大きくなっていく可能性もある。 

 

Q57.オピメが提起したのとは違う問題（TG）を救おうよって言われたら？ 

 Ａ：オピメの TG救おう 

 

           ①②③の理由から、時間的制限があり、また、現段階の TGの roomは確認でき

たのだから、まずオピメのＴＧから救おう 

 

① NFCたって、roomがある、つまり J/Gの taskに当てはまっている 

② 今から他の問題を examinしたらまた ASQ繰り返さなきゃいけなくなる。とすると、果てしなく時

間がかかってしまうので、コンクルが取れない可能性が高くなる。いくら AD が小さかろうと、コ

ンクルが取れなければ元も子もない。 

③ 今から他の問題を話すと、今まで話してきた ASQが無駄になってしまう。 

 

Q58.近い将来問題解決されるから NFCスタンドって言われたら？ 

 Ａ：近い将来解決される問題でも、touch すべき 

 

            ①②の理由から、本当に解決されるかどうかは断定できず、現状で seri と感じ

ている人がいるなら touchすべき 

            

① 本当に近い将来解決されるかは分からない。反対に、その期間に QT、QLが上がる可能性

がある。また、現状で実際にＨを受けている人がいる。 

② 将来解決されるまでの間、TGの Hは続く。  



 ■ PLAN 

 
Q59.Plan エリアの意義は？ 

 Ａ：日本政府のこの問題に対しての方向性の決定と、P、Ｈを消す解決策の detail の確認（もちろ

ん効果についてはまだ） 

 

Q60.じゃあ Plan Areaで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 Ａ：「話していい事」 

  ASQ で確認したＰから考えられる J/G の方向性についてと、Mの content（effect は除く）、Ｄ、

Ｍの vague word 

「話したら駄目な事」 

 上記以外の話、つまり意義に当てはまっていない（effectの話など）突飛な話。 

   

「理由」 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q61.Plan でスパイクプランが来たらどうする？ 

 Ａ：AD,DAもしくはコンパリ見た後で考えてみようと流す 

 

Q62.そしてそれは何故？ 

 Ａ：AD,DAもしくはコンパリ見た後で考えてみよう 

 

          ＡＤ以降＝まずＡＤを確認 

 

 スパイク出せるのは、少なくともコンパリ以降 

       

          スパイクの task３つに共通するのはＡＤ後、だから、出せるのは 

          ＡＤ後 

          

スパイクの task  

AD強化→コンパリ後 

  DA 消す→DA 後 

  ADたたす→AD後 

 

Q63.スパイクプランどういう状況で出せるの？ 

 Ａ：①コンパリ後、DAが勝ったが、その DA を消せると考えられる時 

②DA が出たとき、もしくは立った後すぐにスパイクプランで消せると考えられるとき（まだ立っ

てないといわれたら、たつにしろ、立たないにしろ、立つ立たないの議論に時間がかかると

考えられるので、今消せるのなら今の方が早いじゃん） 

③ solで ADが立たなかったが、スパイクプランを使えば、at least 1確認できると考えられると

き 



上記３つの状況で出せる 

 

Q64.カウンタープランどういう状況で出せるの？ 

 A:その Mから考えられるＡＤ（１つでも、全てでも、状況によって）がたたないと考えられるとき 

 

Q65.Plan で Sol & DA ＆Comparisonに関係する事聞かれたらどう流す？どんなタイミング？ 

 Ａ：Mではオピメの difiだけで okだから（オピメの difi以外話せないから）後でやろうと流す 

 

 

           分からない＝話せない 

 

 

まだＡＤを確認していないので、ＡＤが           

どんなものか、どうやってＡＤを得るか、        無駄＝後でやろう！ 

本当にＡＤを得れるかは分からない 

 

                        もしＡＤの difi が、あなたのアサンプションと違ったとき、ＡＤ

が取れなかった解き、Time manage 的に無駄になってしま

う 

 

Q66.Direction センテンスに対してｗｈｙ？って言う人がいたら？ 

 Ａ：この問題に touchすべきというコンセが取れているから 

 

 

        Taskに当てはまってる＝touch すべき 

 

ＡＳＱが J/Gの task（to make better sit）に当てはまっている 

 

        ＡＳＱでこれらのコンセが取れていたら、taskに当てはまっている 

 

 

ＡＳＱで、TGが serious sitで、roomがあり、NFC も立っている 

 

■ ADVANTAGE 

 
Q67.Advantage エリアの意義は？ 

 Ａ：M により、P,H,seri が消えた事によって、TG がどのような利益を、何人が受けると想できるの

かの確認 

 

Q68.じゃあ Advantage Areaで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 Ａ：話していい事 

   ＡＤの質、何がＡＤか、何人がＡＤを得れるのか、ＡＤsentence の Term definition 

   

話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまりＡＤエリアの意義に当てはまっていない、突飛な話。 

   

 



理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

  

 

■ SOLUTION 

 
Q69.Solution エリアの意義は？ 

 Ａ：そのＭが、日本政府の能力の範囲内か、また、その M から本当に AD が取れるか（P,H,seri

は消えるのか）の確認 

Q70.じゃあ Solution Areaで「話したらいい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 Ａ：話したらいい事 

   日本政府が施行できる Mかどうか、本当に Mから ADが取れるかどうかの確認 

話したら駄目な事 

    上記以外の話、つまり solエリアの意義に当てはまっていない、突飛な話。 

   

理由 

  意義に当てはまっている事意外を話すと、時間がかかってしまう 

 

            

            このズレの説明、修正に時間がかかってしまう 

 

 

当てはまっていないと言う事は、多少ずれている 

 

Q71.パーシャルカット / オールカットの違いは？と聞かれたら？ 

 A:パーシャルカット・・・その状況が at least 1の TＧに起こらないというもの、つまり at least 1 

TG が得られないとしている。有意義かどうかの面から見ると、ＰＤＤでは QT が軽視されがちな

ので、パーシャルカットは、ＡＤの at least1 の確認という solの taskに影響を及ぼさない。その

ため、無意味になりやすい。 

 

オールカット・・・全ての TG にそのその状況が起こらないので、１人もＡＤを得る TG がいないと

いうもの。有意義かどうかの面から見ると、オールカットはＱＴを全てカットするものなので、ＡＤ

を立たせる上で必要不可欠である。そのため、パーシャルカットよりは有意義になりやすい。 

 

Q72.パーシャルカットとオールカットに証明の仕方。違いはあるの？と聞かれたら？ 

 Ａ：ある。 

Allは全ての TGにとってその状況が起きない。つまり全ての TGがADを得れないと証明しな

ければならないが、パーシャルカットは１人でもその状況が起きない TG がいて、それにより、

全員ではないが最低１人はＡＤを得れないＴＧがいると証明すればいい。という違い。 

 



Q73.オールカットがスタンドしたらディスカッションは終わり？そうでもそうでないにしても、何故？ 

 Ａ：終わるか終わらないかは、tableによる。 

All cutが立ってしまったということは、オピメの設定した Mから、ＡＤを得る人が１人もいない。つま

りＰが解決できていないので、現状と変わらず意味が無い。そのため、もうオピメの提示した

opinion は確認することが無い。 

しかし、tableのゴールは to make better sitなので、他のＡＤを探したり、カウンタープラン等を

使って、より良い状況にするため議論する余地はある。 

 

Q74.誰かがオピメの Logic に Indirect アタック。他パンツとしてそのテーブルに居たあなたならどう

する？ 

 Ａ：①Ｉｎｄｉｒｅｃｔだと意味が無いと流す 

 

         オピメのロジックが立つなら、話す意味ない 

 

                                at least1 たつのに十分な条件が揃えば、 

Indirectだと、オピメのロジックは            話す意味が無い 

At least 1たつことが確認できる 

                       オピメのロッジクが確認できれば、 

                       sol が立つのに、十分          時間の無駄＝話す意

味無い 

       

                                条件揃って、次いけるのに話しても、 

時間の無駄 

 

 ②２nd linkに取りいれる 

  step sentenceには linkがあり、そのため Step sentenceが成り立つんですよね？じゃあ、Link

から本当に Step sentenceが立つか確認するためにあなたの idea使いましょう。 

 Ex:)corporal punishment 

                              ←この solで×C/Pに対して○C/P ときたら 

        Teacher fear puni             fear,but○C/P 

       ×C/P                   

        clear 

   

    AD                              ↑このような形で立証する 

                                     

Q75.Solで Objection２つ出ました。Direct と Indirect。どっちを先に議論？何故？ 

 Ａ：Direcから examine 

 

        確認できない＞できる＝ 

         Ｄｉｒｅｃ＞Ｉｎｄｉｒｅｃｔ 

 

Direc：立たなかったら、            solできないかどうかの taskに当てはまった方（direct） 

そもそもオピメの Solが立たず、       から見るべき 

確認できない 

Indirect：たっても、オピメの sol   solの taskはオピメの     時間の無駄＝ 

はたち、確認できる          solが立つかの確認       Directから見るべき 

 

                                     



                              たとえ、Indirectが立っても、その後 Direct見て立

たなかったら時間の無駄    

 

Q76.アーギュ出したら、それを消すためのスパイクプランが来ました。どうする？ 

 Ａ：①出してすぐ来たケース 

    まずはアーギュ examine 

 

           たたないのにスパイクプラン打っても、時間の無駄、だから 

           アーギュ examine しよう 

 

      アーギュたたない可能性もある 

 

②アーギュが立った後の場合 

a、 some cutのケース 

 someなら、話続けられるし、コンパリの QTでＡＤがまける時にだそうとＳ打つ 

b、all cut のケース  

   to make better sitを考えると、スパイクプランを受け入れるべきと考えられる。もし、どうしても

いやだったら、自分でカウンタープランなどを出し、スパイクプラン＞カウンタープランというのを

立証する。（スパイク出さなきゃいけないようなプランって、それだけコンテンツのあるものだから、

（（スパイクの内容が足されていくため））考えるの大変だし、また穴が出てきそう。ならシンプル

なスパイクプランを examine しよ） 

 

Q77. アーギュ出したら、それを消すためのカウンタープランが来ました。どうする？ 

  Ａ：①出してすぐ来たケース 

   まずはアーギュ examine 

 

          立たなかったとき、わざわざカンプラしても意味無いから、アーギュ examine 

 

 

アーギュたたない可能性がある 

 

 

 ②アーギュ立った後 

a、some cut の時 

 someならオピメ solたつから、わざわざオピメの Plan とは違う Plan を examine する意味ない 

 

b、all cut の時 

他のＡＤ探そと Sを打つ 

 

       時間かかるよりは、他のＡＤ探そ 

 

 

カンプラすると時間かかる                   プラン見なくていいなら他のＡＤ 

                            

       また１から検証＝時間かかる                    早いほうを取るべきだ 

                           他のＡＤ探すなら、       から、他の AD探す      

                            わざわざ Plan見な             

プランを１から検証しなければならない    くていいから          



プラン見ないほうが早い 

 

 

■ DISADVANTAGE  

 
Q78.Disadvantage エリアの意義は？ 

 

Q79.じゃあ Disadvantage Area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何

故？ 

 

Q80.「自分が絶対ＤＡプレゼンターになる」ために何か方法ありますか？ 

 

Q81.DAでユニークネス突いたら”what is uniqueness ?”と聞かれたら？ 

 

Q82.DAでユニークネス突いたら”Why do we need to talk about uniqueness ?”と聞かれたら？ 

 

Q83.何で DAでも Seriousness確認せなアカンの？ 

 

Q84.あなたが DA を出してるときに、DA消すためのスパイクプランが来ました。どうする？ 

 

Q85.DA を話してるときに、DA 消すためのカウンタープランが来ました。どうする？ 

 

Q86.どうせ最終的にはプラン後の状況はトータルで話されるんだから、DA を二つ（三つ）あらかじ

め DA エリアで確認しとこうって言われたら？ 

 

 

 

■ COMPARISON 

 
Q87.Comparison エリアの意義は？ 

 

Q88.じゃあ Comparison Areaで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

Q89.念願の Comparison Area。あなたはどうやってＡＤとＤＡどっちが大きいかの結論をつけます

か？ 

 

Q90.ADとDAを比べる前にAdditional AD/DAを出してきて、AD/DAを消そうとしてきました。でも、

純粋に ADと DA を比べたがる人もいます。どうする？ 

  

 

 

■ OTHERS 

 
Q91.Table Authority (Tableにおける信頼性 NO,1)得るために何が必要ですか？ 

 

Q92.相反する Suggestion が 2つ以上出た時、あなたはどうしますか？ 

 



Q93.ロジックのプレゼン方法は？ 

 

Q94.なんで QCSの流れに乗ったらいいの？いきなり Sでよくない？ 

 

Q95.なんで QCOの流れに乗ったらいいの？いきなり Oでよくない？ 

 

Q96.CCFって何？Cって何？ソルとかではいっぱい結論ない？どれが C(コンクル)? 

 

Q97.CCL（Conclusion Comes Last）はあかんの？ 

 

Q98.誰かが question をしました。あなたはどうしますか？ 

 

Q99.誰かが objection を出し始めました。あなたはまず何をしますか？ 

 

Q100.AD>DA というようなコンクルが出ました。あなたはどうしますか？続けるのならどうやって？ 

まとめ 

 

 


