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■議論の流れ（高木） 

 

〈ナローイングから〉 

小笠原がナローイングにおいて、刑事問題の議論の仕方に対して疑問を投げかけるとこ

ろから議論は始まる。小笠原の主張は、死刑の存廃について議論する前に、刑罰に必要な

要素(essence)・刑罰の構造(structure of penalty)を決定し、それに基づいた死刑のあり方を

考えようというものである。 

一方で、因幡もプロブレム・ソルベンシー・フォーマットに基づかない議論の仕方を提

示する。因幡の主張は take plan or notは犯罪が増えるか否かによって決まるというもので、

まず犯罪の数に影響を与える要素を検証しようという進め方である。 

まず小笠原の主張について語句の定義と議論の仕方を明らかにしていく。奥田の質問に

より structure of penaltyの意味、またその立証方法はエビデンスの利用ではなくロジック

の検証であることが明らかになる。続く森田の質問では structure of penaltyは Task:m/s/b 

for J/Nを達成するためのWay（Purposeとも呼んでいた）であるということが明らかにな

る。また奥田はその Way と Task のつながりについて、検証方法を確認した。奥田には小

笠原の主張の論理的抜けを指摘する姿勢が強く見られた。 

因幡の主張の検証に移る。因幡自身の説明により、因幡の主張も小笠原のものと同じよ

うに犯罪の数を減らすという Way によって日本政府の Task を達成しようというものだっ

たと判明する。 

ここで奥田が、小笠原、因幡に共通する部分であるWayの立証をそれぞれ行い、そのの

ちに OPを選び Task: m/s/b for J/Nを確認しようという提案をし、受け入れられる。 



 

〈小笠原のWayの検証〉 

 小笠原はまず自身のアイデア、give and take = structure of penaltyを証明するためロジ

ックを提示する。お金や自由は give and takeできるが、命はできない。なので structure of 

penaltyに一致しないという内容であった。しかし、give and takeの意味が浸透せず、奥

田、因幡を中心に小笠原への質問が飛んだが、ここでも recoverable、deprive、useといっ

た新出語句によりロジックへの理解は進まない。 

停滞の中、奥田の質問により小笠原の証明したいことは基本的人権（fundamental human 

right）＝give and take、かつ≠Lifeであると分かる。生命は基本的人権には当てはまらず、

刑罰の対象からは外れるベきだという考えだった。しかし、抽象的なアイデアの説明に終

始したためか、なかなか浸透しない。 

ここから話は刑罰全体ではなく死刑の存廃という具体的な結論へ向かい始める。 

奥田、因幡を中心とした質問から、まず小笠原が基本的人権を定義し、それがフランス

人権宣言から引用したものであり、また日本政府の方針はフランス人権宣言の内容を汲ん

でいるということが分かる。死刑を支持する現在の日本政府の方針は、小笠原によれば

Principle（ここではフランス人権宣言）に反するもので自己矛盾のようなものであるとい

うことだった。ここで奥田が Principleは正しいが、現在の日本政府の方針は間違っている

ことに疑問を持ち、そうした点の検証の為にも基本的人権、日本政府の方針、死刑廃止の

つながりについてエビデンスではなく、論理での証明を求める。結果、この意見は受け入

れられ論理での証明にうつる。 

まず田中の質問により、フランス人権宣言の 3 つの柱（基本的人権の尊重、平和主義、

国民主権）から基本的人権の尊重という面だけを抜き取り死刑廃止を主張してもいいのか

という議論が始まる。また因幡は、たとえ基本的人権が死刑廃止に繋がっていても、平和

主義、国民主権は死刑存続に繋がるのではないかという意見を提示する。そうしたテーブ

ルメンバーの疑問から、小笠原はフランス人権宣言（基本的人権の尊重、平和主義、国民

主権）が死刑廃止に繋がることをロジックで証明することになる。 

小笠原はまず、平和主義は憲法第 9 条を導くだけで刑罰の議論には関係がないというこ

との証明を行う。しかし、テロリズムやスパイ活動も死刑の対象になるという因幡、奥田

の意見により立証は困難になる。 

次に小笠原は、立法の Flexibility という観点から国民主権よりも基本的人権の尊重が優

先されるというアイデアを証明する。しかし Flexについての理解が進まず、更にロジック

についてもトートロジーが指摘され、結局立証はできない。ここで 3 時間が経過し、議論

は終了する。 

 

 

 



■順位選定の根拠と個人への総評 

 

※順位選定にあたって（甲テーブルの位置づけ・本大会のランクの意味合い） 

本テーブルは、 

「甲テーブル１位＝ファイナリスト」 

を選出することを目的としたものであり、 

関東のディスカッサント代表として全国に送り出すにふさわしい人物を選定するもので

ある。よって、仮にそのような人物がいないと判断された場合、そのテーブルからファ

イナリストが出ない可能性もあった。 

 

上記の条件を満たす人物として、担当ジャッジから奥田・因幡・森田の名が挙げられた。 

３人それぞれに異なる秀でた点があり甲乙つけがたかったが、「メンバー全体に及ぼした影

響」という点において、奥田の持つ能力を最も評価するべきであるという共通見解に至っ

た。 

以下、個人への総評。 

 

 

１位 奥田（AGU3） 

【順位の選定理由】 

その圧倒的介入量で、他のメンバーを凌駕する影響力を見せたことが１位の根拠である。 

介入「量」といってもただ闇雲に口数だけ多かったわけではなく、彼の発言の多くは 

・発話者の意見の浸透 

・発話者の意図の実現 

・論点の終息、議論の推進 

に対して大きく関わり、高水準の質をも持ち合わせるものであった。 

 

また、小笠原の論の理解に大半の時間を割いた本テーブルにおいて 

彼の意見が不明の中、奥田が率先して小笠原に対する解釈を豊富に提示したことにより、

手探りながらもテーブルが彼の意見の理解へと近づいていけたと判断したものである。 

 

しかし、特に終盤では、集中力が切れたのか他の参加者達の鋭い指摘に焦ったのか、彼の

開拓的な介入は精彩を欠いた。因幡・森田をはじめとする他の参加者の話していることの

把握が困難となり、話には介入しているがついていけていない、という状態になってしま

ったのが残念であった。この要素が、彼を一位とすることに大きな懸念が生じたというこ

とも書き加えておく。 

 



 

 

 

【ファイナリストとしての適正の根拠】 

順位選定理由の項で記述した能力に加え、 

常に他者の発言を活用しようとする姿勢を理由として挙げる。 

（ディスカッションのスタイルには多様性があり、以下の記述は「このスタイルが一位に

ふさわしい」というものを決めつけるものではない） 

 

奥田は自身の能力によって手に入れた圧倒的なオーソリティがありながら、その優位性に

あぐらをかくことなく、自分が話を誤解している場面では自らの発言を中断し再度他者の

話を傾聴し、他者が自分よりも正確な指摘・提案をした際にはそれを採用していた。決し

て自分の意見のみに固執せず、あくまでも論理的に、周りと歩幅を合わせた話を展開して

いたのである。 

 

このように、議論に臨む者としての姿勢に関し、全国大会に送り出しても恥ずかしくない

人物であると考えた。 

そこで上記の順位選定理由と合わせて、彼をファイナリストに選出したものである。 

 

 

 

 

２位 因幡（UT3） 

相手の論の矛盾点・不整合にいち早く気づき、ときに奥田を凌ぐほどの影響力を持ってい

た。 

因幡はこのような「議論を生み出す力」に誰よりも長けており、それが因幡をファイナリ

ストに推すという意見の根拠である。ディスカッション後半１時間は奥田よりも話を理解

し、小笠原らの意見に対し影響を与え続けていた。 

 

それだけに惜しまれるのは、彼が話の求心力に今一つ欠けていることである。 

話の根本的な分岐点まで遡ってプロシージャをひき、他者の話を全て自らの話の一部とし

て吸収しコントロールする奥田と違い、因幡はひとつの話に関しての言及は上質であるが、

他の話とのつながりが見えづらい（因幡は簡潔に見せてはいるが、理解していないパンツ

が多い）部分があり、そこから奥田に介入されペースを奪われるというシーンが非常に多

かった。 

 



とはいえ、本テーブルの終盤ではそんな奥田にも食らいついて彼の間違いを訂正したり、

自らの話に引きもどすということも行っていた。そのため、自分が求心力を持つことが技

術的に出来ないのではなく、それが因幡のスタイルなのだと感じた。 

 

無理に奥田と主導権争いをしても、因幡の良さの精度が落ちてしまっては意味がない。 

また、因幡のようにアイディアに秀でたディスカッサントはこの代に非常に少なく、彼は

貴重な存在であると考えるので、自らの強みを大切にし後輩へ伝えていってほしい。 

 

 

 

３位 森田（MESA3） 

議論の展開方法に関して、少ない介入量ながら上質な貢献を評価した。 

奥田や小笠原を中心に展開し膨れ上がった話を、ひとつの提案で次の段階へ進める、論点

として抽出し収束させる、などの発言で進度の面において秀でていた。 

しかし、介入量がかなり少ないこと、また彼女は奥田や因幡達が議論をほぼ形にしたのち

の発言しかなかったことから、総合的能力において彼らよりも劣る順位とした。 

 

だが、上記したような奥田の求心力をも上回る提案力は非常に高く評価しており（ジャッ

ジ基準において、点数が最も高かった発言は森田のものであった）、彼女も状況次第では十

分ファイナリストになれる実力であったことを記しておく。 

 

 

４位 小笠原（明治 3） 

ずいぶん練られていたであろう持論を展開し、奥田に次ぐ介入量で自らの考えをテーブル

メンバーに伝えようと努力した点を評価した。 

しかし、逆に言えば３時間かけても自分の考えを伝えられなかったということであり、フ

ァイナリスト候補にその名が挙がらなかった根拠でもある。といっても小笠原のプレゼン

テーション能力が欠落しているというわけではなく、奥田達の assumption 込みの

interpretationに結果的に振り回され、自分のオピニオンを見失ってしまったように感じた。 

 

よって一概に小笠原一人の責任と言い切ることはできないが、普段よく目にするようなオ

ピニオン（ordinalなどといわれているオピシ）以外の特殊なアイディアを提示するのであ

るなら、このような伝達の困難に直面する可能性は十分に考えられるため、その対策を行

っていた小笠原はオピニオンを提示する者の姿勢に欠けており、今回は上位三人に劣ると

いう評価とした。 

 



また、アイディア自体はよく練られていたという印象を受けたため、その分意思伝達にて

こずっているのは非常に残念であった。 

他のメンバーに自らのプレゼンの順序やコアとなるポイントを乱されないよう、前もって

アイディアのアウトラインを簡潔に述べ、その順序にしたがってパンツの疑問点・反論を

解消していく、という基本的な方法（プロソルにおける6 sentences → vague word →Q と

いった超基本の流れ）に忠実に行うだけで多少は改善できると感じた。 

 

このように、小笠原は多くのことを考えてはいるが、そのアウトプットの方法で損をして

いるように感じた。これからエデュケーションをしていくにあたっても重要な技術である

から、基本的なことではあるが、アイディアと同様重要な部分であるので精進してもらい

たい。 

 

５位 松井（明治 3） 

小笠原の持論をテーブルメンバーに理解させることに大きく貢献していた点を評価した。 

特にテーブル後半、奥田が話を見失っている際に彼の理解を助けていたシーンでは、非常

に高い情報処理能力がうかがえた。 

しかし、何といっても介入量が非常に少ないことがこれ以上の評価が出来ない理由である。

森田と同じく、このテーブルでは相対的に評価が低くなってしまった。 

 

彼だけに限ったことではないと思うのだが、 

話されている話に関して、理解はしているしその対処法も思いついてはいるのだが発言が

できない、という現象が多々あるのではないかと感じる。 

この弱点(?)に関しては、技術の問題というよりも心理的要素（オーソリティなど）が強い

ということは誰もが分かっていることだとは思うが、性格や向き不向きの問題として改善

を放棄するのではなく、いかにテーブル中にその状態から脱却できるかを考えるべきであ

る。 

例えば、上記の奥田が話を見失ったシーンでは、松井はあの瞬間は確実にテーブル中から

必要とされており、松井もその場面の後は少しづつ発言量が増えた。 

このようなきっかけをテーブルの最初に意図的に発生させ、オーソリティを得れば良いわ

けである。松井の場合であればテーブル最初のごちゃりは率先して解消しに行くであると

か、奥田のような発言力のある人間が失敗したときに主導権を握るなど、細かい方法はた

くさんあると思うので、試してほしい。 

 

松井は理解力も高く、またアイディア方面に関して思考する能力もあると感じた。 

どちらも後輩育成にとても重宝される能力であると考えるため、それを活かして次世代の

ディスカッサントを育てていってほしい。 



 

６位 呉地（AGU3） 

議論の随所に登場し、円滑に議論の進行を行っていたことを評価した。 

ただし、その介入のほとんどに関して、彼女の貢献している割合が低いと評価せざるを得

なかったことにより、この順位となった。 

具体的に言えば、彼女の発言のほとんどが奥田のサポートやカンファメーションになって

しまっていた。また、彼女から提案や疑問点が提示されることも少なからずあったが、奥

田などの発言によって途中で打ち切られてしまうということが多々あったことも残念であ

る。 

 

理解のはやさ、効率性や矛盾点の指摘などは上位三名に迫るものがあると感じていたが、

上記のような結果に終わってしまったのは、一つ一つの発言の影響や必要性を示していな

いことに原因があると考えている。 

1stテーブルなどでは問題はないだろうが、本テーブルのようなレベルでは全ての発言に 

「What is the goal？」といちいち聞いてくれるということは少ない（これが良い悪いとい

うことではない）。彼らはその発言よりもより良い解決方法や手法が思いついていて、自分

のものを優先して発言したいのだ。そのために、あまり意味の見えない発言は半ば無視と

いったような雰囲気で流されることがある。 

今回の呉地に関しても似たようなことが言える。単なるチャットとして終わらないよう、

きちんと自分の発言の影響力を示し、まず自分の発言に対して相手に反応させることが本

テーブルの呉地には必要であったと考える。また、呉地は発言の際にどうしても早口にな

ってしまう傾向が見受けられた。これもまた、周りが話を傾聴できない要因の一つに（特

にオーソリティーを築けていないと）なり得るため、改善すべき点の一つであろう。 

 

特に呉地は、これから後輩指導の第一線に立って活動していく立場である。 

潜在的な能力の面では問題ないと感じたので、上記の点を意識的に改善し、後輩にとって

もわかりやすい発言を心掛け、これからの活動に臨んでほしい。 

 

７位 馬場（UT2） 

奥田達が開拓的に生み出した情報を整理するための、奥田達も持たない視点からのカンフ

ァメーションを評価した。しかし、そのほとんどが情報整理として機能していなかった点

が残念であった。そもそも発言途中で馬場の C が終わってしまうことが多かった。今回の

様な展開（議論の進度ではなく会話スピード）の速いディスカッションにおいては、発話

すると同時に自分が介入することの意味、意図を明らかにしていく必要があるだろう。 

 

７位 田中（明治 3） 



介入は限定的であったが、その数少ない質問が 

「フランス人権宣言の 3 つの柱（基本的人権の尊重、平和主義、国民主権）から基本的人

権の尊重という面だけを抜き取り死刑廃止を主張してもいいのか」 

という大きな論点を生み出したきっかけになった点を評価した。 

ただし、田中のもともとの発言の意図は単に 

「なぜ基本的人権を抜き取ったのか」 

という質問に留まっており、上記の議論はあくまでも因幡らから提起されたものであった

点が残念であった。一つの QA で終わるのではなく、自らの中で論点を考え、それを提示

するきっかけとしての質問を心掛けたい。 

 

馬場にしろ田中にしろ、 

その介入は限定的ではあったが、二年生であるにもかかわらず甲テーブルというレベルの

高い議論に一定の貢献を果たしたという点では、大きな評価に値する。来年の大会ではよ

り高いレベルの順位を期待している。 

 

 

９位 小野（AGU3） 

介入が極めて限定的であり、テーブルへの貢献がほぼ認められなかった。 

他者の発言に対する彼の反応や表情から、議論内容は把握できていると感じさせる場面が

多かっただけに、それがディスカッション上に表現されず評価できなかったことは、こち

らとしても残念であった。 

小野は春セミにおいても D-ランクを受賞しており、本テーブルの議論についていき役割を

発揮する能力は十分に持っているはずであるので、今後も大会 CPおよび後輩教育にその能

力を発揮してほしい。 

 

 

 

■最後に（篠崎） 

 

全体を通してassumptionをつかったmisunderstandが目立ったディスカッションだった。

そのせいで、議論の停滞が生まれたと思う。assumptionを用いることは決して悪いことで

はないが、今回のように自分の assumptionが効用する範囲を超えているのであれば、Qで

詰める作業を丁寧に進めていく、又は理解に必要な論点を提示する作業が必要だったと考

える。 

 

しかし、奥田や因幡の S や doubt は的を得ていて、質の高いものがあったので、正しい



understandの下で、丁寧なプロシーディングを行えば、よりすばらしいディスカッション

になったと思う。 

 

3年生は現役引退ということで、この甲 1テーブルのディスカッションを活かして、後輩の

エデュケに活かしてもらいたい。2年生は、介入が限定的ではあったが、着目眼はひかるも

のがあったのでこれからも精進してもらいたい。 

 

 

お疲れ様でした！ 

これからもがんばってください！！ 


