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1. 議論のおおまかな流れ 

大橋の Narrowing から始まった。オピメ決めで山本と上田が立候補。Votingの結果上田がオ

ピメとなる。Pエリアでは PPS of punishment のコンセ取りが主な話となる。山本がデタパの

コンセ、菱沼が punishment とデタパを繋ぐ relation には give suffer があるというコンセ、

大橋が to care V/F’s feeling のコンセを取る。Hエリアは典型的な Qと今回の TG の defを詰

めるために山本の Q と伊東の Cによってスムーズに進んだ。また、冤罪の場合を含むかとい

う議論になり、最終的に田中の提案や伊東の Cにより含まないことになった。 その後、OPの

TG のコアポイントを確認し、日本政府が日本国民を殺すことが一番深刻だということが確認

したのち、SOHに入る。山本のワラントの A/Wは all or some の質問に上田が allと回答。す

ると山本がそこにダウトを出す。内容は L/Iのケースで、(sit)get L/I (will)×want to get L/I

の犯罪者の場合、再犯が防げるので＋sitではないかという、all A/Wに対する exceptionを提

示するもの。山本のアイデアやインテンションを理解するのに若干時間を費やしたのち、菱沼

の①narrow→TG’s A/W②continue→all A/Wという goal提示により、上田が narrow すると答

え、この議論は収束する。Cエリアはスムーズに進み、NFCへ。５人の NFCアーギュに対し、

上田がそれぞれのインテンションを聞き、適切なエリアで話すプロシを提示。大橋、嶋崎、須

藤はデータのコンセだけを取り、DA又は solで話すと流される。柏次は TGのM/Sのターム

が短すぎるので広げようというアイデアを提示。ADが大きくなるという理由により、上田も

この Sに乗り、M/Sのタームが広がる。次に菱沼が出したアイデアが、最も今回の議論で時間

を費やした部分だ。TGの room の他に犯罪者に殺される victimの roomがあるので、この２

つの roomを今コンパリしたいというものが、菱沼のアイデア。菱沼のアイデアの小手先に対



する Q ばかりが続き、議論が停滞する。田中をはじめとする数名が、このコンパリの necessity

に疑問を持つ。そんな中、柏次の to go nextのプロシ提示でやっと議論が動く。①understand 

菱沼’s idea ②understand procedure ③voting の順に進み、votingとオピメの上田の意向によ

り菱沼のプロシが採用される。①の confirm victim’s Harmはスムーズに進み、すぐコンパリ

に入る。須藤の V/H or notにより victim＞C/Cというアイデアが立ち、伊東の face to own 

death or notにより C/C＞victimというアイデアの検証に移る。田中の victim でも faceする

というダウトに対し、伊東がそれは just momentと反論。結局 some victim が×faceというこ

とになり、伊東のアイデアが立つ。すると山本が accustomed to their death or not により

victim＞C/Cというオフセットアーギュを提示。検証の途中で時間が来てしまい、須藤・伊東

の２つのアイデアにより、victim＝C/Cがテーブルの結論となり、ディスカッションが終了し

た。 

 

 

2. 局面に対するコメント 

特に時間を費やした山本の SOHアイデア、菱沼の NFCアイデアについて触れる。 

① まずアイデアを出した山本に対しては、そのアイデアを出したインテンション、goal

を明示するのが遅かったことが致命的だったと言える。プレゼン力はあり非常にわか

りやすいので、自分のアイデア提示だけでなくその２つまでしっかりテーブルに理解

させる努力をしてほしい。そしてその他のパンツに対しては、ただ頭ごなしにタスク

で流そうとするばかりで、何故山本がこのアイデアを出しているのか？の部分を引き

出そうとする人が誰１人いなかった。もしall A/WからTG’s A/Wにnarrowされると、

今後の議論にどう影響するのか、こういった先の effectを山本は見こした上で自分の

アイデアを出しているはずである。そこを引き出して初めて、山本のコアを理解した

ことになるし、その上で narrow すべきか決定すべきだと考える。また、オピメであ

る上田にはもっと介入してほしかった。何故なら all A/Wを提示したのは他でもない

オピメであるから。自分が all A/Wと置いている理由をテーブルに共有することで、

山本との crash point が明確化し、じゃあどうするべきなのか、の部分が T/Pointとし

て明示されることで議論はより効率的に進んだであろう。 

② まず一言で問題点を言うのならば、菱沼のコンパリの necessity は不明確なまま、この

コンパリは採用されていた。菱沼の説明は「もし victim(J/N)を助けなければ(＝D/P

を廃止すれば)、J/Gは 2nd crime により間接的に J/Nを殺すことになる。つまり J/N

の Harmが増えてしまう。だからコンパリしたい。」というもの。正直この説明では普

通のコンパリでやればええやん！と言われてしまうのも無理はない。本当に菱沼のコ



アはここであったであろうか。やっと彼のコアと思われる部分が引き出されたのは、

上田の何気ない Qであった。もし J/N＞C/Cになったらどうなる？という上田の Q に

対し、菱沼は promote D/Pと回答。つまり菱沼のコンパリの goalにあたる部分である。

「SQ の TG同士をコンパリすることで、OPの planを取るか spike plan(＝promote 

D/P)を取るかを決めたい」ここが菱沼の本当のコアであったと考えられる。このコア

を引き出した上で votingで決めよう、と前進的なプロシを提示したのが柏次だ。正直

菱沼のアイデアを話し出す時点で出るべきプロシであったが、目先の菱沼のアイデア

理解に追われ議論が停滞していた中、マクロな視点を失わずこのプロシを提示した柏

次は評価に値すると考える。 

 

 

3. テーブルを振り返った際に言いたいこと 

2で指摘したことと重複するので簡潔に。「自分のコア(＝インテ、goal)をテーブルに明示

すること」「相手のコアを引き出す努力をすること」この２点に尽きるテーブルであった。

山本の SOHアイデアも然り、菱沼の NFCアイデアも然り、この２点の欠如が議論停滞を

招いたと考える。結果、政策決定会議で本来出すべき結論にはほど遠い、victim＝C/Cと

いう浅い結論で終わってしまったのが残念だ。アイデアの内容にとらわれるのではなく、

まずはそのアイデアを議論したその先をテーブルメンバー全員が理解できるようにしよう。 

 

4. 良かった点、改善点、次に続けてほしいこと 

テーブル全体に、１人１人のアイデアをしっかり理解しようとする姿勢が見られた。それ

だけアイデアに対する Qが飛び交っていたし、それは議論をする上で素晴らしい姿勢であ

るので、これからも継続してほしい。改善点としては、その Q の質を高める努力をしてほ

しいということ。それはつまり 3で言及したことに繋がることであり、どう質問すれば相

手のコアを引き出せるか、というところを考えてみよう。この意識を持ち続ければ、その

Q から Cなり Sなりに持っていくことで、ハンドリングもできるようになるはず。つまり

「聞き上手」になれ、ということですね。By 壺山 

上記にも書いてあるが、テーブル全員が傾聴力をきちんと持っていたところが一番良かっ

たところだと思う。また、疑問なところがあった場合素直に質問する姿勢がとても良かっ

た。ただ、1つの議論に様々な Q が飛び交い、Cに対する Cがあったりと、発言や話の

necessity をもっと意識をすれば、停滞した議論は減るのではないかと思った。アッセンに

向けて、この傾聴力を持ち続け、結論を意識した発言をできるよう意識してほしい。By

新津 



 

5. 順位と選定理由 

１位 菱沼（日大３） 

 局所でのコンスタントな介入により、カンファメ・アーギュ等で議論を進める役割を果

たした。またコンパリのアイデアにより議論の方向性を大きく変え、得た結論にも影響力

があったことから１位とした。しかし局所のカンファメ然り、コンパリアイデア然り、若

干まわりくどい説明をするため、プレゼンは要改善だということを心に留めてほしい。こ

の順位におごらず高みを目指してほしい。 

 

２位 柏次（青学２） 

介入率は１位に劣るものの、１つの発言が議論に与える影響が大きく、Cも質が高かった

ため２位に選定した。例えば菱沼の NFCアイデアでは柏次の発言により議論が前に進ん

だり、自身も SOH アイデアでは丁寧なプレゼンにより M/S のタームが変わったりした。

今回のテーブルで１番マクロな視点を持ち続けた印象を受けたので、自分の視点に自信を

持って介入率を上げることで、テーブルを回せる役割を担う努力をしてほしい。 

 

３位 須藤（青学２） 

コンパリアイデアを証明し、結論に影響与えた。ASQでのコンスタントな Qでの介入、

NFCやコンパリで自分のアーギュメントをしっかりテーブルに提示、この２つが須藤ので

きていることであり、３位という順位にも反映されている。しかし１・２位より劣るもの

は、Cや Sでのテーブルを推進させる行為である。アッセンに向け、自分の強みに磨きを

かけることで、この２つのスキルも身につけ、成長することを期待する。 

 

４位 伊東（立教３） 

コンパリのアイデアを証明し、コンスタントな Cによって結論に影響を与えた。しかしそ

の他大きく議論に貢献する発言が見られなかったのがこの順位に繋がった。最後のアッセ

ンに向けて、自分がそのテーブルでどんな役割を担い、どうテーブルに貢献したいのかを

考え、そしてその理想像に近づく努力をしてほしい。必ず上位を狙えるスキルがあるので、

後悔だけはしないよう頑張ってほしい。 

 

５位 田中（芝工２） 

基本的にダウトから話に介入している印象を受けた。他人の意見に懐疑的な思考を持ち、

それを提示することは議論を深め得る素晴らしいことなので、これからも継続してほしい。



しかし今後はそのダウトをただテーブルに投げるだけでなく、どう議論に落としこんでい

くか、というところまでを考え、実行していってほしいと思う。また、自分のアーギュを

持ちそれを議論に提示することでもっと議論を深めることに貢献できるだろう。 

 

６位 山本（上智２） 

理解力があり、今回のテーブルでは Q・C・S・アーギュ全てをバランス良くこなすことが

できていた。ただ少し強引さに欠けるのか、１つの話を最初から最後まで自分だけで収束

させることができていなかった場面が各所に見られた。アッセンに向け自分のスキルにさ

らに磨きをかければ、上位を狙えるポテンシャルを持ち合わせているので、頑張ってほし

い。 

 

７位 上田（フェリス３） 

オピメとしてしっかりパンツの意見に耳を傾けている姿勢は素晴らしかった。しかし議論

を進行させる、というのがオピメとしての大事な役割であることを忘れないでほしい。今

している話が自分のアイデアに必要なものなのか否か、そこを最も知っているのはオピメ

である。その面において、オピメをするのなら、どの話にも常に介入し、議論を推進させ

る努力をしてほしい。 

 

８位 大橋（フェリス３） 

ASQでは Qで何度か介入をしていたものの、自分以外の話になると介入できなくなる印

象を受けた。アッセンに向けてできることは、自分以外の話にもまずはとりあえず介入し

てみること。トライ＆エラーの精神でやっていけば、最初はうまくいかなくとも、だんだ

んと今そのテーブルで何が必要とされているのか（T/Pointでの C、プロシを引いて Sな

ど）がわかってくるはず。 

 

９位 原田（青学２） 

介入率が低く、自分のアイデアをテーブルに提示できていなかった。まずはブレスト等で

しっかり自分のアイデアを形作り、それをどのようにテーブルに落とし込んでいくかまで

を考え、テーブルで何度も実践してみてほしい。それをアッセンで成功させることを目標

に努力すること。 

 

10位 嶋崎（武蔵２） 

NFCで自分のアイデアを提示していたのは良かったが、それ以外は介入率が低く、議論へ



の参加が見られなかった。テーブルメンバーの話を聞いていて、自分なりに思うことは必

ずあると思う。まずは勇気を持って、それをアウトプットしてみよう。話さないことには

成長は見込めない。アッセンではひと回り成長できるよう頑張ってほしい。 

 

11位 小野寺（高経３） 

発言数が 1回だけで、議論をする積極的な姿勢が見られなかった。もし頑張りたいという

気持ちがあるのであれば、まずは自分のアイデアをしっかり持って、それをテーブルに提

示する努力をしてほしい。アッセンまで時間はあります、頑張れ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




