
Assembly East 2014 

2nd 乙テーブル No. 23 総評 

 

ジャッジ：刀祢館 (UT4) 

 

メンバー：宮本(立教 2)、眞尾(AGU3)、鈴木(明治 2)、高田(WESA2)、近野(芝工 3)、 

岸田(AGU2)、小暮(武蔵 2)、大橋(東洋 3)、後藤(AGU2)、古川(立教 2)、矢島(明治 2) 

 

1. 議論の流れ 

 眞尾をオピニオンプレゼンターに選出し、死刑囚を TG とするプロブレムソルベンシーフォマット

による議論が行われた。しかしながら各エリアで出された Q 及び Obj への対処に時間がかかっ

た結果、NFCエリアに 1時間半費やすこととなり、ADの検証途中で時間切れとなった。本テー

ブルに欠けていたのは、一度で全てのテーブルメンバーに浸透させるプレゼンテーション力と、対

立する意見の双方をカンファメーションした上でずれを解消する力であった。以下、エリアごとの

主な流れを述べ、2. 局面へのコメントでその対処法について記述する。 

 

○Narrowing 

 眞尾(AGU3)と宮本(立教 2)がオピニオンプレゼンターに立候補し、眞尾が選出された。 

 

○ASQ 

 condemned criminal (以下 c/c)について高田(WESA2)からディバイドチャートを用いた Qが

出た。c/cについて know existence of death penalty or ×、have choice to avoid c/c or 

×を問うものであったが、avoidの理解にずれが生じた。鈴木(明治2)と宮本のカンファメーション

によって時間はかかったが最終的に浸透した。 

 

○SOH 

 近野(芝工 3)が voluntary harm のアーギュメントを出したが、宮本、鈴木の提案によりNFC

で扱うことになった。 

 

○Cause 

 小暮(武蔵2)がreason for causeのexampleのコンセンサスを取りたいとしてアイデアを出し、

眞尾が反例を提示するも最終的に受け入れ、コンセンサスとなった。 

 



○NFC 

 鈴木、宮本、近藤、小暮の4人が×NFCアイデアを持っていたが、鈴木、宮本、近藤のアイデ

アを扱った時点で残り 15分だったため PLAN side に移行した。 

鈴木のアイデアは D/P と ALIsのどちらが c/cにとって betterかわからないから×touch とい

うアイデアであり、落としどころとしては、DAが c/cになれば比べられる、DAが他の TGなら比べ

られないため、comparisonの後で c/c同士を比べる 2nd comparisonをしたいというものであっ

た。これに対して眞尾が選ばれるDAは最も大きいものであるから 2nd comparisonは不要であ

ると述べた。ここで宮本がコンパリソンの終了した後鈴木のアイデアについて再検討しようと S を

打ち、結局それが通った。 

宮本のアイデアは、criminal lawが現時点で give effect しているのだから、contradiction

を起こさないために×touch というアイデアであった。これに対し眞尾が contradictionの意味を

聞き、OPの定義と異なるとして流そうとしたが、宮本がOPの定義がそうであるならオピシに矛盾

が生じると主張し始めて決着を見なかったため、ひとまず APA で扱おうということとなった。 

近野のアイデアは SOH で出したアイデアと同じ voluntary harm についてであり、OPの TG

の def と合わないとされ検証が終了した。 

 

○PLAN side 

 ADの検証時に、宮本が自身のNFCアーギュから派生したダウトを説明し、鈴木が同調、それ

に対し眞尾、高田が対立する主張を述べたが、このNFC時からの対立構造が解消されることの

ないまま時間切れとなった。 

 

2. 局面へのコメント 

●ASQ 

 condemned criminalについて高田が出したQの浸透に時間がかかったが、これは①高田の

プレゼンの改善と②他のディスカッサントの適確な Cがあれば回避できた。 

①1st division と 2nd divisionを小出しにせず、一度に全ての TGの可能性を提示したうえで、

各選択肢の existence を確認すればよかった。 

②高田が最終的に何の existenceのコンセンサスを取りたいのか、というゴールから遡った Q及

び Cが不足していた。OPに話を戻す前に、Questionerが何をしたいのかを完全に理解する

まで時間をかけるほうが結果的に早いこともあるということを学んでほしい。 

 

●Cause 

 小暮が出した、reason for cause の example は to care J/N’ s will というものであったが、

眞尾が消費税などwillに反した例もあると反論。ここで必要だった話は、①既に取られた政策を

過去に取った理由と②今からこのテーブルで政策を決める際に考慮する事項(≒理由)の違いを



確認することである。 

例えば、今から数十年前に原発を認める政策を取った理由(環境に優しいとか、発電コストが

安いとか)と、例えば 2014 年に原発を止めようと決める理由(原発事故が起こるリスクを考える、

実は発電コスト安くないとか)は別物ということである。しかしながら、ややこしいことにどちらも英語

に直すと reason for cause になってしまうのである。 

今回の例で言えば、小暮の話は R/J/P が死刑制度を導入した過去時点における理由(①に

該当)であり、眞尾の反論はこれから死刑を廃止するかどうかを考える際に日本国民の意思がし

ばりになりえないことを示したものである(②に該当)。 

 

●NFC & ●PLAN side 

＜鈴木のアイデア＞ 

 アーギュメントの扱いとしては「流す」、「切る」、「形を変えてプロシに組み込む」などが考えられ

るが、「流す」というのは結局後のエリアで「切る」、「形を変えてプロシに組み込む」等にさばき直

さなければならない。今回は「流す」を選択したまま時間切れとなったが、果たして決着をつける

ところまで見えていただろうか。 

唯一、鈴木のアイデアに対して眞尾が選ばれる DA は最も大きいものであるから 2nd 

comparison は不要であると述べた場面だけは本質的な議論に持ち込もうとしていたのであり、

この点は評価しえたが、その一言で終わってしまい、収拾をつけるところまで持って行けなかった

のは残念であった。 

 

＜宮本のアイデア＞ 

結局 contradiction の中身が help だけであるのか、それとも help & give another 

punishment なのであるのか揉めているだけでトータルで 50 分以上も費やしてしまったのであっ

て、非常に勿体なかった。ずれが生じた場面に戻って双方の主張を頭から確認するなどのマクロ

カンファメを欠いたまま、宮本のアーギュメントのコアではなく、そこから派生した些末な点(オピシ

に矛盾点があるかないか)に終始して同じ主張を続けていたことが原因であった。当事者の眞尾

と宮本以外にも鈴木と高田が介入していたのであり、誰かがずれを解消する余地は十分にあっ

たため、この点は十分に反省してほしい。 

 

3. 個人順位と選定理由 

1位 宮本 (立教大学 2年) 

 自分の意見を主張するのみならず、他人のアイデアを理解し、丁寧にカンファメをしてテーブル

に浸透させうる実力を見せた。しかしながら自身のアーギュメントのプレゼンが混乱を生じさせて

しまったこと、それにより生まれたテーブル内の対立構造を解消するために、建設的な方向へ収

束を図ろうとするのではなく、あくまでそこから派生したオピシの問題点を繰り返すに留まり、自分



のアイデアのコアにすら行き着かなかったまま時間切れとなってしまったことは残念であった。複

数の単語に言い換えができるような英語力の向上と、テーブルをマクロに見て対立の根源を解

消するか、それが無理な場合コンプロマイズ S を打てるようにするなど、収束を図れるようにする

ことがまずは今後の課題である。あと一年間でとても伸びるポテンシャルはあると思うのでぜひ頑

張ってほしい。 

 

2位 眞尾 (青山学院大学 3年) 

 OPとしての基本的なスキルは備わっており、プロシを引いて話を収束させようという意識が見ら

れた。しかしながら、チャートを書いていて下を向いていることが多く、宮本がチャートを用いてカ

ンファメをし、Sを打っているにもかかわらず、その直後にQをして話を蒸し返し、宮本が既に打っ

た S をもう一度打ち直すことが何度かあった。また、相手の話のコアを引き出しきれないうちにプ

ロシを引いたり Sを打つことが多かったため、話のゴールを見据えてどのツールを使うのか(もう少

し Q で話を引き出すのか、カットするのか、S を打つのか)、そのためにはどういうプロシを引くこと

が早道なのかをその場で考えることを意識するとよりよくなるのではないかと思った。とはいえテー

ブルを推進していく力は十分にあるので、これから入ってくる 1年生にはぜひそのスキルを伝えて

いってほしい。 

 

3位 鈴木 (明治大学 2年) 

 宮本と眞尾が互いの主張をし続け平行線となっているときなどに介入していた点は評価できる。

しかし宮本の主張をカンファメすることに終始してしまい、両者の溝を埋めるには至らなかった。

そのためには双方の意見のずれの根源は何であるか、それをどう伝えれば納得させらるか、とい

うマクロな視点を持つことが必要である。それができるようになる素質は十分にあるので、あと一

年伸ばしていってほしい。 

 

4位 高田 (早稲田大学 2年) 

 ダウトを持った部分に積極的に Q をし、カンファメをしていた点が評価できた。しかし、自分の理

解のためのカンファメに終始し、また口プレであったため、テーブルメンバーへの浸透度を上げる

ことに貢献したとは言い難い。終盤では眞尾の意見をカンファメしていたが、鈴木同様対立を解

消し得るポジションにいたのであり、なぜ両者の意見が対立しており、対立を解消するために何が

必要かというところまで意識が及ぶようになるとなおよいでしょう。 

 

5位 近野 (芝浦工業大学 3年) 

 きちんと準備されたアイデアを出して議論をしようという姿勢が評価できた。より流暢にプレゼン

ができたり、自分の話への Q等をトリートできるようになったりするとなおよいでしょう。 

 

6位 小暮 (武蔵大学 2年)、 岸田 (青山学院大学 2年) 



小暮：要所要所で発言しようとする姿勢が評価できた。reason for cause のように、自分のアイ

デアに来うる Q などをあらかじめ想定し、どう返したらよいか考えるようにするとよりスムーズに

議論が行えるだろう。 

岸田：介入量が非常に少なかった点が残念である。ASQ での発言を後のエリアにも生かしていく、

あるいは自分のオピニオンから逆算して ASQ でストラテを張れるようになるとよいでしょう。 

 

8位 大橋 (東洋大学 3年)、 後藤 (青山学院大学 2年)、 

古川 (立教大学 2年)、 矢島 (明治大学 2年) 

この4名は介入量が極めて限定的であった。議論についてこようという努力は見られ、チャート

を書いている時も見受けられたため、発言をしないのは非常にもったいないと感じた。自分の発

言が下らないと思われるのではないか、発言したところで response が想像できてしまう、など考

えることもあるかもしれないが、まずは発言してみないことにはどのようなレスポンスが返ってくる

かわからない。これから一年生も入ってくることであるし、積極的に発言していってほしい。 

 

4. 最後に 

アッセンお疲れ様でした。少々辛口になってしまったかもしれません(´・ω・`) 

3 年生はプレーヤーの期間が終わりに近づいてきましたね。これからは、これまで先輩にお世

話になった分を後輩に還元していく番です。単なるスキルだけでなく、自分ができるようになって

嬉しかったこと、最後までできないままで悔しいこと、ぜひそういった経験も伝えていってください。 

2 年生はあと一年ありますね。しばらくは一年生のエデュケが楽しくて春セミ・アッセンのことな

ど忘れてしまうかもしれません。それでも今年の春セミ・アッセン期に感じた悔しさを忘れないでく

ださい。3年の春に「この一年間何をやってきたんだろう」と思わないために…。 

 

 文字だけだとどうしてもわかりにくかったかもしれません。。質問などあれば気軽に連絡ください

ね！自大学の 4年生に UTのなっちゃんの連絡先教えてと言えば教えてくれると思います。それ

では(*・ω・)ノ 


