
 



＜全体の流れ	 文責：大関＞ 
 
① ナローでの浅利のアーギュメント 
今回、甲３テーブルでは通常の Narrowingでコンセンサスのように扱われて
いる Comparison での⒊Impact の扱い方が議論の中心となった。Narrowing
のエリアにおいて浅利がアーギュメントを提示した。「議論の結論を出す方法論

として、私たちはコンパリを用い、最終的にアイディアの数（Priority＞のこと）
で決めている。しかし、J/Gの Taskを達成する上で、⒊Imp（TG,QL,QT）が
それぞれどれ程の影響力、比重があるのか不明確なまま行われていて、アイデ

ィアの数で結論を出すことは論理的であるとは言えないのではないか？」とい

ったものであった。例を示すと、TGで AD＞DA×１・QLで DA＞AD×２であ
ったとき、普段通りであれば×Take PLAN となるが、J/G にとって TG・QL
の政策を決めるうえでの重要度が同じでなかったとした場合、普段のようにア

イディアの数で結論を決めることがJ/GのTaskに応えることに繋がっているの
か不明だということである。もし仮に TGの方が QLよりも重要であるとなった
場合、上記の例のようなコンパリの結果であっても Take PLAN するべきであ
るかもしれない。つまり、⒊Imp のそれぞれの比重が分からないままでのアイ
ディアの数に基づく普段行っている結論の出し方が 100% 正しいとは言えない
ということだ。 
 
提示されたロジックの内容は以下の通りで、とてもシンプルなものであった。 
# of Priority = ×AD＞DA 
 
                	 	 ×clear = ×AD＞DA 
 
# of Priority = Each degree(3 Imp) ×clear 
 
※×AD＞DAとは、AD＞DAとは言い切れないといった意味であった。 
 
	 浅利はこのアーギュメントを提示し、⒊Impに頼らない Decision Criteriaに
よって議論の結論を出すべきであるという提案を同時に行っていた。しかし、

D/C はこの議論の中で定まった定義があるわけではなく、テーブルメンバーで



しっかりと浅利が意図していた D/C というものを理解できていたのかは不明で
あった。ジャッジとして議論を見ていても最後まで D/C が何を意味しているも
のであったか、明確な答えを見つけることは出来なかった。定義が定まってい

ない、故にどんなアイディアが D/C として認められるのか、テーブルにどのよ
うに提示すればいいのかなど不明な点が多かった。このことに関して、「出てき

たアイディアによって決まる」といった答えが多く用いられ、それはそうなの

だろうが、テーブルメンバーの理解を整える答えにはなっていなかったように

思われる。 
② 波多野・江尻の浅利に対するアーギュメント 
	 波多野と江尻の二人がそれぞれ「結論を導き出すためには妥協することがあ

ってもいい」「そもそも、この提案にはメリットが存在しない」という別々の視

点からのアーギュメントが展開されていた。一つずつ紹介していく。 
Ⅰ、まずは波多野のアイディアであるが、浅利のアーギュメントに対し、「# of 

Priorityの考えに乗ったとしても、それは多角的に物事を捉えることで精度の高
い検証が出来たと結論付けることも可能であるはず」といった内容の反論であ

った。そもそも、D/C を決めて結論を出そうといった浅利の考え方には、普段
行われている 3 Impによるコンパリでは話されない側面について話し合い、結
論につなげることが出来るといったものが含まれていた。このことに関し、波

多野は普段のディスカッションでも多くの側面について話すことが可能であり、

わざわざ D/Cを決めるといった議論の必要性に疑問を提示していた。 
 
提示されていたロジックの内容は以下の通りである。 
# of Priority = AD＞DA 
 
                	 	 Many aspects = AD＞DA 
 
# of Priority = Examine many aspects 
 
波多野のアーギュメントの意図としては、浅利がロジックを使って主張して

いた「⒊Imp（TG,QL,QT）がそれぞれどれ程の影響力、比重があるのか不明確
なまま行われていて、アイディアの数で結論を出すことは論理的であるとは言

えないのではないか？」ということを否定するのではなく、そのことを踏まえ



た上で自分たちの拙いスキルで結論を導き出すための“妥協案”として普段の

コンパリ・結論の出し方は妥当なのではないかといったものであった。確かに 3 
Imp それぞれの比重は不明であるが、そこは専門知識を持たない私たちにどう
にかできる問題ではなく、その不明確な部分を多くの側面でもって議論するこ

とでカバーできればそれでいいといったイメージである。 
しかし、浅利は結論を出す過程で論理的に正しいと言えないものがある場合

は Take PLAN するという結論を出すべきではないと主張していて、結論を出
すうえで妥協するべきところは妥協するべきという波多野と結論を出すうえで

何も妥協するべきではないという浅利の価値観がぶつかり合う議論となった。 
ここで、波多野が Q によって浅利のアーギュメントの意図が「論理的に正し
い方法で確実にM/S/Bを達成できたと言える結論を出すために努力をするべき」
という主張であることを聞き出した。その上で、何も妥協するべきではないと

いう浅利の主張に対し「でも、結果として、1AD・1DAに絞って議論を行うの
であれば、それも結論を出すための“妥協”であって、波多野自身が主張して

いる妥協するところは妥協するべきということが正しいのではないか」という

疑問が出てきた。そして、浅利の D/C の話に乗る、または他の Sit コンパリや
普段通りの方法で話すという選択肢を提示することに繋がった。 
話は波多野が提示した選択肢からどれを選ぶべきかという話には進むことな

く、浅利のロジックがそもそも正しいのかどうかの検証に戻されることとなっ

た。そして、ロジックを検証した先にある議論に対する影響が、①論理的であ

ると言えない方法論で私たちは議論するべきでない。②論理的であるとは言え

なくても結論を出すために妥協するべき。２つのどちらになるのかという議論

が再びされることはなかった。 
 
	 Ⅱ、次に江尻のアイディアであるが、浅利のアーギュメントが「⒊Imp
（TG,QL,QT）がそれぞれどれ程の影響力、比重があるのか不明確」ということ
に基づいていることから、「D/Cという新しいものに頼ったところで、それが持
つJ/GのTaskを達成する上での影響力・比重も同じように不明確なものであり、
どちらも変わらない」といった反論であった。 
 
 
 



提示されていたロジックの内容は以下の通りである。 
Decision criteria = # of Priority 
 
                	 	 ×clear = # of Priority 
 
Decision criteria = Effect, Impact → ×clear 
 
	 この反論も波多野のアーギュメントと同様に浅利が提示したロジック自体に

反論しているものではなく、そのロジックが導き出すとしている議論に対する

影響に疑問を提示しているものであった。そのためか波多野のアーギュメント

の時と同じように流されてしまい、深く議論されることとならなった。 
 
③ D/Cを決める議論 
結果として浅利が提示したロジックはアーギュメントが流されたことで、正

しいという結論になり、D/Cを決めて結論を出すという風に議論は進んだ。 
	 廣田が D/Cの意見として、D/C＝# of QL(Death)を提示した。SQと APAで
人の死の数を比較し、その数が少ない方が Better situationであると結論付けよ
うということであった。J/Gにとって# of QLが大事である理由としては、フラ
ンスの政府が死刑を廃止した時の理由が用いられていた。①人を殺すのは悪い

こと。②死刑に抑止力は無いということ。の二つがテーブルに示された。ここ

から、J/Gが人を殺すことを悪いこと・禁止するべきこととしているか否かの議
論が始まる。 
	 波多野が人を殺すというものには、場合によっては認められるものが存在し

ていることを確認する（警察官による現場処刑や正当防衛が認められたとき等

のこと）。そして、J/Gが認めている人を殺してもいい場合をどのように確認す
るか、その方法論に話は移る。廣田は犯罪者から被害者・無実の人を守るため

に力が行使され、殺す場合があるのは SQでも明らかなのでコンセンサスを取る
ことが出来るとしていた。つまり、現状の R/J/G のスタンスから類推すればい
いということであった。が、それでは D/Pを R/J/Gが現状で認めているのだか
ら、廣田の言う D/C のアイディアが正しいとは言えないという波多野のアーギ
ュメントもあり、話はスームーズに進むことなく、D/C を決める議論の最中で
時間切れとなってしまった。 
 



＜浅利のアーギュメント	 文責：嶂南＞ 
 
本テーブルの評価を左右することになった、浅利のアーギュメントについて、

ジャッジの認識を説明する。 
 

1. 浅利のアーギュメント 
	 浅利のアーギュメントを端的にまとめよう。まず、タスク達成の度合い

によって政策は決定されるべきであるが、ADと DAのプライオリティの数
で結論を出す通常のコンパリでは、そのような観点がどうも抜け落ちてし

まう。そこで彼が提案したのは、タスクの達成につながるような決定基準

を用いて結論を出そう、というものであった。これはもっともなことであ

り、確かに良い指摘だ。結論付けの方法を新たに考えることは、非常に価

値があることだ。 
	 では、彼に高い評価を与えられなかったのは何故か。それは自分の提案

の正しさを論理的に説明することが不可能な状況を彼自身が生み出し、結

果として彼の提案に「オピメボーティングの際に提出されるプロシの一つ」

という以上の価値がなかったからである。といっても、これだけでは何の

事を言っているのかわからないだろうから、まずは以下のやりとりを見て

欲しい。これは議論前半、波多野が浅利の提案に対して行った反論である。 
 
浅利:”If the J/G can absolutely m/s/b for J/N, then let’s take the plan.” 
波多野:”It’s impossible, so compromise.” 
浅利：”I know compromise is needed, but this is the point we cannot 
compromise.” 
 
	 我々ジャッジ陣がこのような問答を観て思ったのは、「ロジカルに議論せ

よ」という浅利が自己矛盾に陥っているのではないか？ということであっ

た。”absolutely”と言ったその直後には”compromise”とも言い放っているか
らである。勿論、”we cannot compromise”という表現から”absolutely”のニ
ュアンスは伝わってくるが、結局何を持って妥協点とするのかは伝わって

来なかった。 
 



	 このとき考えられたことは、誰かが浅利にとって絶対的な価値のある意

見を出さない限り、この議論は収束へ向かわないだろう、ということだ。

しかし、浅利にとって絶対的な意見を出せる者は浅利自身の他には存在し

えない。前提として、他の者が出来ることは、各々にとって正しいことを、

浅利ないしテーブルにとって共通の価値を持つものに昇華してゆくことだ

けである。しかし、今回の議論においては、浅利の提案が通常のナローイ

ングの提案に対して絶対的な優位をもっていることを前提として議論が始

まったため、その絶対性を否定しない限り、通常のコンパリにおける結論

付けの方法などを用いて議論することは許さない状況になった。 
	 結論付けの方法に関して、何か一つのやり方に絶対性をつけるには条件

が必要だ。議論の目的ないし話すべき内容が見えてなければならない。無

条件に絶対性が成り立つことなどあり得ないのだ。しかし、今回において

は、そのような条件付けが不十分であった為に、疑義に対する周りの質問

や反論の妥当性を浅利が判断してゆくだけの議論になってしまった。この

議論も波多野と江尻の努力により流れ、浅利の提案の絶対性は二度と問わ

れなかったため、彼の評価は議論後半におけるパフォーマンスをもとに決

定されることになったが、これは提案の持つ性質上必然のことであっただ

ろう。 
 
2. 浅利のアーギュメントの下で活躍出来なかった人に対して 

Ø 明確な目的・目標を持って議論に臨んだか 
ディスカッションのテーブルにつく度に明確な目的・目標を持って議

論に臨むことは PDDをやる上での一つの基本でしょう。目的の無い交
渉に意味はありません。 

Ø 他の人に迎合していなかったか 
自分を持たず、他の人に迎合しているだけの人は、議論には要らない

でしょう。議論に要らないならば、議論における役割や権威を得る事

も当然不可能です。結果の善し悪しに関わらず、心当たりのある人は、

柔軟な姿勢を持ちつつもしっかりと自己主張することを学びましょう。

特に、上位集団の発言内容を自分の為に確認して、自分で満足してい

るところがあった人は強く意識した方がよいと思います。自分の発言

によってテーブルを動かした気になってはいけません。 
 



3. 全員に対して 
	 以上のようにやや厳しいコメントも書く事になりましたが、一方で、創

意工夫に溢れ、周りを巻き込んで新しいことに挑戦してゆくような提案を

することは素晴らしいことだと思います。同様に、そのような提案に対し

て、能動的・積極的に向かっていくことも大変重要でしょう。しかし、ど

ちらもとても難しいことであり、折角新たな挑戦をしてもひどい結果にな

って終わることは多いです。今まで沢山の場数を踏んでおり、実力もやる

気も申し分ない、皆さんのような優秀なディスカッサントですら、自らの

発議・提案によって自分自身を窮地に陥れることがあるでしょう。 
	 では、このようなリスクを一切背負わないことが最善の戦略なのでしょ

うか。もちろん、答えはノーです。何のリスクもないコミュニケーション

を続けたところで、大して得られるものはないでしょう。リスクを背負っ

たからといって必ずしも成功できるとは限りませんが、ただ無鉄砲に危険

を冒すことなく、自分が背負うリスクを常に認知し自己管理し続けること

が出来れば、それなりの結果を出す事は出来るでしょう。 
	 競争を勝ち抜き、ディスカッション界の最前線で議論に臨む皆さんには、

単なる影響力や交渉力、決断力だけではなく、様々なことに挑戦し、ディ

スカッション界に新たな価値を齎す事の出来るような冒険心を求めたいと

ころです。形骸化し、陳腐化してゆくルールや考え方に捕われる事なく、

常にそれらの本質を見つめ、今必要とされているものを実現出来るように

してください。 
 

以上 
 

 


