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テーブルメンバー 

 

奥村（獨協 3） 

田中（芝工 2） 

神藤（成蹊 3） 

三浦（UT2） 

小松（WESA2） 

柳（慶應 2） 

川崎（芝工 2） 

小池（明治２） 

立教（伊藤２） 

 

＜全体への総評＞ 

 

 アッセンという結果がつく大会でしたが雰囲気はやわらかく、奥村（獨協 3）のキャラクター

がテーブルメンバーの笑いを誘い、主に三浦（UT-2）と小松（WESA2）のまぶしい笑顔がテー

ブルの雰囲気作りに貢献していた。是非とも上のレベルのテーブルにてその真価を発揮してほ

しい気持ちであったが、現実はそうではなく非常に悔やまれる。 

 

[テーブルの大まかな流れ] 

Narrowing にて柳（慶應 2）が criminal の PPS と Defi のコンセンサスをとりたいという話が

あったが、suggestion により後で話すという方向に決まった。 

 

まさる（奥村 3）がオピメに。そこで先ほどのコンセンサスの話になり、criminal の defi（=set 

punishment）と pps(①retribution ②prevent crime)のコンセンサスが取れた。 

 

S.Q の議論はこれといったごちゃりも発生せず、話も早期に終結した。だが、オピメの奥村（獨

協 3）が用意した evidence の表記に（証明することに問題はなかったが）不足を補う形で、三

浦(UT-2)が用意してきた evidence を奥村に譲渡していた光景が３度（Problem Harm Cause エ

リアにて）見られた。 



 

NFC にて、物井（獨協２）が S.Q におけるマイナスとプラスが off-set である以上 room が無い

と言う objection があったが、DA で話すという suggestion で流れた。 

 

同エリアで、田中（しば）が、room がオピメのコアポイントを満たしているため touch するべ

きでないという反論があったが、後に direction エリアの話に移り、オピメの direction を否定

するという議論があったが、コンパリの QLで話せるとして後ほど話すことになった。 

 

また柳(慶應２)が、コンセンサスでとった criminal の pps（＝retribution）と touch room(abolish 

death penalty)の間に矛盾が生じるというアイデアを出したが、プラカで話そうと言う結果に。 

 

プラカにて、柳(慶應 2)が keep balance していないからプラカがないという objection を出した

が、DA で話すという結論になった。 

 

ワーカにて、三浦（UT-2）が m/s(L/I)が発生するから引き続き m/s は発生すると言うアイデア

があったが、C/C の M/S 同士でコンパリしたいというインテのもと後で話すことになり、AD

がコンストラクトした。 

 

小松（WESA2）が DA（TG=C/C）プレゼンターに。 

コンパリソンにて、死刑を恐れることと、懲役によって被る M/S が比較されたが検証途中とな

り discussion が終了した。 

 

[テーブル全体を通して] 

これはこのテーブル問わず言えることだけど、plan の話が少なすぎる。理由は簡単でその前の

段階で時間をかけているからであろう。個人的に dis で１番面白いのは plan の話であると思い

ます。なぜならそれは各々の仮説をぶつけ合うエリアだからです。よく未来の話は unclear であ

るという暗黙のコンセサスがあるように感じるが、だからといって議論する価値のないことで

はないと思う。Unclear だからこそいかに論理的に説得するか、Unclear だからこそ発想の限界

はなく自由に考えられるところが、事実として固定してしまっている S.Q よりも面白い点であ

ると考えている。実際に、日常において会議をする時にかならずといって１番争点になってい

るのは plan の話である。例えば、マネージの準備において大会日程を決める際に、いくつか候

補日をだしていつにするか決めるとする。そのときに「この日にしたら、他の大会と重なる可

能性が高い、大会が立て続けにあるようなスケジュールになってしまう、アッセンが近く試ジ



ャッチも多いため、大会にくる人数が少なくなったりするのではないか」「いや、むしろ斡旋前

のモチベーションを高めるような位置づけにすれば少なくなることはない」とかね。ESS に関

わることでなくても、どうやって月１０万を稼ぐか考える時とか。「居酒屋や夜勤の時間帯のア

ルバイトをしたら疲れそうで、授業に支障がきたしそう」「塾講師にしたらシフトに融通かきか

なくなって DIS の活動に参加できなさそう」とかね。全部「こうなるのではないか」という仮

説のもと議論されている。では PDD においてなぜそうのような議論に至らないのか。 

理由はいくつかある。そしてそれは全て Theory の “構築不足” （≠理解）であると考えてい

る。 

 

１つめは、Plan Side=S.Q の真逆であるという考え方。もしそうなのであれば現実はとても簡単

に説明出来る。だけど、そうでないのが現実である。TOEIC で 990 とれない（problem）のは

勉強していないから(Cause)だ。だから、勉強すれば 990 取れる（Mandate）なんて簡単に起こ

りうると思うだろうか。「そもそもこいつは体育会系で日々練習に明け暮れているやつで、

TOEIC の勉強を始めたところで、半年後には最後の全国大会予選が控えている状況なため徐々

に勉強をしなくなるため、990 なんかとれるわけない」なんて反論が来そう。 

 実際の経営戦略の話になるが、ある２つの企業があり、どちらもこれから海外展開すべく工

場を海外に設立しようと考えている。なぜなら海外での生産は低コストなため、利益につなが

るからだ。だが、一方の企業は利益を得ることができなかった。なぜか。それは、工場の設置

場所に違いがあったからだ。一方の企業は、日本企業の海外展開が激しいエリアに構えた。な

ぜなら、そこに人が集り、情報も手に入れやすいからだ。もう一方の企業は、工場１つない小

さな田舎町に設立した。前者は、他の日系企業もいるため、そのエリアの現地人にとって職の

選択肢は飽和状態で、むしろ転職してしまう人などで人の入れ替わりが多く、作業効率が非常

に悪くなったため利益にはつながらなかったようだ。だが後者は、そのエリアで唯一の職で転

職する人もいなく、長期で勤務を行い、作業の熟練度が増し、効率化につながった。 

 このことから分かるのは、Plan side つまり未来はなにが起こるか分からないが、仮説を立て

ることは可能であって、どれだけ論理的に仮説を構築するかによって、未来の話であっても立

証が可能であること。そして、S.Q と真逆に展開するだけの未来が Plan side ではないというこ

と。ただし、これに関連して PDD においてもう１つの Theory 問題がはらんでくると考える。 

 

 それが２つめの理由である A/L/1 という考え方。確かに便利な考え方であるが、同時に思考を

停止させてしまう考え方である。よく solution で some cut する場面がみられるが、じゃあどの

someが実際に ADを得ることができるのかという所まで踏み込むケースはまずみたことがない。

仮に、死刑のトピックで、some(L/I<D/P)が AD を得れる。その TG が“自身が行ったことに対



して反省する覚悟がみられない、現実から逃れようとする人間”という結論になった場合、コ

ンパリにて、V/F は“例え不条理であっても現実を見なくてはならなく、生きて行かねばならな

い。”が C/C は現実から逃れようとする人間。V/F に J/G として priority をつけるべきでしょ。

というようなロジックを創れたりする。立証出来るかどうかは別として（論理的に脆弱である

ところは勘弁してください）。このことから分かるのは、A/L/1 がどういった TG にあてはまる

のかを詰めていけば、situation が定まってくる。そしてそれはコンパリの話につなげることも

可能になってくる。その理由は未来の話であっても仮説をもって論理的に検証しているため。

だから A/l/1 という考えのステップだけに停まらないでほしい。もし AD が A/l/1 という概念の

もと絶対得れると考えているのであれば、１つ考えてみてほしいのは、reconfirmation AD とい

うエリアの存在理由です。A/l/1 取れると分かっているのであれば、AD エリアで事足りるはず。

ではなぜ存在しているのか。私は、AD は solution の検証（＝仮説の検証）によって situation

が変化する（situation が特定されていく）ということが前提となっているからであると考える。

先の話のように。 

 

 これら２つの考え方があるからこそ 3 つのことが dis 界によく起きていると考える。（それが

問題であるかどうかは別ね。） 

 １つは、new プロシ。それも特に、コンパリのステップを早期に行うようなプロシ。よく S.Q

の段階で、C/C と V/F を比べる、L/I と D/Pを比べるステップを設定することが見られるが、こ

れは、APA が S.Q の真逆であり、なおかつ A/L/1 で AD もしくは DA の存在、TG の存在があ

り得ると判断している段階に考えが停まっているから起こるのではないかと思う。先ほどの

some の話のように plan になって situation が変わればコンパリのクライテリアも変わる。その

ため mandate によって、そしてその仮説の検証によって situation が変わるため、早期のコン

パリにはモレの要素が発生する可能性が高い。（プロシ次第だが） 

 ２つめは、DA の秒殺コンストラクト。これも先ほどの some の話を DA の LK に置き換えれ

ば検証されるべきことであると考える。ちなみにディベートを基に創られた PDD であるが、デ

ィベ−トで DA がスタンドしたら肯定側は厳しい状況になります。 

 ３つめはNFCで objectionの連発。ほとんどすべてが indirectな objectionになって plan side

に流されているかと思います。この状況はつまり、オピメの仮説（plan side）に疑問をもつ考

えがあるということ。であれば、plan side で思う存分疑う方が NFC で流す時間も削れるので

良いかと個人的には思う。それに、皆がそうやるなら、NFC で出さないでオピメサポートに回

って、自分はプラカでガチ切りするなんてことをした方が周りとやっていることの差別化が図

れてアーギュをないがしろに（NFC で objection をまとめて流すあれとかね）されなくなるか

も知れない。 



 

 ごめんなさい Theory のことについてしか書いていないですね。そして伝えたいのは、Theory

は理解するものではなく、深めるものだということ。理解だけだと他人の考えをパクっている

だけなので。深めるからこそ、そのエリアがなぜ存在するのかをもっと考えるべき。なぜ task

流しが悪のようになるのか。それは、task の存在理由ではなく、task の存在のみしか説明して

いないから。「NFC で room を確認することが task」という説明をする人は多くいるけど、「な

ぜ room を確認することに NFC は留めるのか」を説明している人はほとんどいないでしょう。

深めることでアイデアがふって来たりします。先の some の話のように。 そうすれば、論点が

マンネリ化していると言われることもなくなるでしょう。だって仮説だから発想は自由に制限

がないからいくらでも生まれるはず。そしてその仮説がオリジナリティ（自身の価値観、考え

方、アイデア）につながり、それらをぶつけ合うことで discussion はもっと面白くなるのでは

ないか。という仮説を立てて全体総評を締めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜個人への総評＞ 

○ 奥村さん（獨協３年）（乙一） 

全ての議論において介入をし続け、終始テーブルを進める役割を果たしていたため、最もテー

ブルに貢献していたと判断し乙一に選定しました。しかし、プロシーディングは少々強引な場

面が見られました。今後は相手のインテンションを汲んだ発言を出来るよう練習を重ねて欲し

いと思います。また、コンパリソンでのアイデアは APA と SQ の比較対象についてセオリーが

理解不足であったため、後輩に指導する際などもう一度詰め直しておくと良いと思います。 

 

○ 田中（健）さん（芝工２年） 

議論が停滞したとき等に回収しようとする姿勢、自分のアイデアを持つ姿勢を評価しました。

コンパリソンでの介入が見られなかったのが残念です。セオリー理解に自信がなかったとして

も、自分なりの考えをテーブルに出してみることを繰り返すことでコンパリソンへの理解が深

まります。 

   

○ 三浦さん（UT２年） 

質の高いカンファメーションでメンバーの理解を促していたという点を評価しました。誰より

も相手の意見を正確に理解していたことは強みであったと思いますが、サジェスチョンに繋げ

る力が足りず、奥村さん等他のメンバーと一緒にサジェスチョンをするという形になっていた

ため、乙一に一歩及ばないと判断しました。ワーカビリティでアーギュメントを出し、「終身刑

による精神的苦痛が AD との比較対象(DA)になる」というコンセンサスを得られたのは良かっ

たのですが、DA プレゼンターを決める際にそのコンセンサスが曖昧なままであったのが残念で

した。もう一度コンセンサスを確認した上で DA 決めをすれば、三浦さんの土台で議論が進ん

だと判断出来たかと思います。 

 

○ 小松さん（WESA２年） 

後のサジェスチョンに使われるようなダウト、質の高いカンファメーションをしていた点を評

価しました。課題としては、介入量を増やすこと、カンファメーションをサジェスチョンに繋

げていくことが挙げられます。DA プレゼンターに選ばれたことは良かったのですが、DA にい

くまでの過程で、他のメンバーに比べてアーギュメントの印象づけが弱かったです。NFC やス

トラテ Q を出す等方法を工夫すると良いと思います。 

 



○ 柳さん（慶應２年） 

自分のアイデアを持ち、分かりやすいエクスプラで議論に介入していた点を評価しました。ナ

ローイングでストラテに使う話を出してくれたことは、他のアーギュメントに差をつけるとい

う面で良かったと思います。アーギュメントは結局、セオリー流しで後のエリアで話すことに

なってしまったので、「なぜこのセオリーではだめなのか」の理由をテーブルに示すことで議論

の中心になることが出来たかと思います。 

 

○ 物井さん（獨協２年） 

 自分の考えをしっかりとテーブルに発信し、疑問を解消する姿勢を評価しました。絶対的な

介入量が少なかったので増やしていくこと、コンパリソンでのセオリー理解と介入が今後の課

題であると考えます。 

 

○ 伊藤さん（立教２年）、神藤さん（成蹊３年）、小池さん（明治２年）、川崎さん（芝工２年） 

発言をしていなかったため今回は評価しませんが、今後は後輩の指導等に励んでいって欲しい

と思います。 

 


