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1. 議論のおおまかな流れ 

岸本のナローでスタート。コンパリソンについて、岸本が biggest AD と biggest DA を比

べるべきであると発言。それについて渡辺を中心に Q が何度か起こる。本来ならば１人の

オピメを決めてその人の AD に従うところを、「biggest AD を決めるために ADも DA と

同じように検証すべきだ、何故ならばそれが１番の m/s/b に繋がるから」というのが岸本

のアイデア。それに対し渡辺が、「biggest AD を検証したところでそれが本当にそれが

biggest AD かはわからないし、仮に AD①を biggestにして DA とコンパリし、AD①＜

DA→×T/Pになったとしても、本当のところは AD②が biggestでこの場合 AD②＞DA→

T/Pになる場合だってある。だからオピメの AD にフォローするのが得策では？時間があ

ったら AD も検証しようよ」というダウトに似た発言をする。恒川も同じ考えで、「DA に

ついては岸本のアイデアに賛成だが、AD についてはそのときまた考えるべきだと思う」

と発言。結局岸本のアイデアは、NFC や solで biggest AD についてのダウトが出たら話

そう、ということで落ち着いた。オピメには恒川と渡辺が立候補し、voting の結果恒川が

オピメとなる。 

Pエリアでは、まず廣瀬が PPS of D/P のコンセを取ろうとする。廣瀬の e.g. of PPS は to 

make C/C harmless というもの。これに対しいくつか Q が起こったものの、スムーズに

コンセを取る。次に渡辺が「何故多くの刑罰がある中で、D/Pだけを廃止するのか？」と

いう Q をする。「D/Pを受ける TG を助けるため」というオピメの A に対し、渡辺は「じ

ゃあ別に他の刑罰を廃止してもいいんだね？」と Q。「get AD に関係のないことだから、

そこまでは触れたくない」というオピメの Aで話が治まる。H エリアでは、まず森田が

want to get D/P の will を持つ C/C もいるというコンセを取る。次に中村が「RSN of will



である fear of D/P と fear of other puni の違いは何か」という Q をする。「J/G kill or not」

とオピメが回答し、J/G’s killing がオピメにとってのコアであることが強固となる。廣瀬

が M/Sの termについて Q をし、執行の瞬間を除く sentenced～carrying out とオピメが

回答したのち、SOH に移る。SOH ではアーギュメントは１つも出ず、森田の Q が中心と

なる。森田の Q により、オピメの「刑罰は必要であるが、死刑は必要ない」という考えが

明確化する。それに対し森田が「必要でないと思うのは①執行②死刑判決と刑務所にいる

間③両方、のどれか？」という Q をする。オピメが③と回答すると、先ほどの M/Sの term

と矛盾が生じると森田がダウトを投げかける。それに対し廣瀬、岸本が QLについての Q

をし、オピメが deathと M/S は異なるから QLの termからは執行の瞬間(＝death)は除い

た、ということが確認され、SOH は終了する。 

NFC が１時間 40 分を要した最も時間のかかったエリアだ。アーギュメントを出したのは

渡辺、岸本、廣瀬の３人。オピメは流しにかかるも渡辺は×possi to get AD だと発言、渡

辺のアーギュメント検証に移る。渡辺のアイデアは「×should touch→D/Pと L/Iに UQ

がないから→UQがない＝どのHarmを J/Gが助けるべきか明確でない→明確でない＝×

should touch」というもの。廣瀬、岸本を中心に渡辺のロジックの goal を聞くなどして渡

辺のコアを引き出そうとするがなかなかうまくいかず、やがて岸本のアーギュメントとコ

ンバインすることになる。そこで一時的に岸本のアーギュメント検証に移る。岸本のアイ

デアは「×should touch→今日の TGは biggest AD でないから」というもので、goal は

C/C/Fに change TG すること。オピメ、廣瀬、渡辺の Qや C のち、岸本がコンプロマイ

ズとして×examine the biggest AD の理由をオピメがロジックで立たせられれば良い、と

発言。オピメは「biggest AD is ×clear＝○possi of AD＞DA→×clear＝○room to 

improve→○room＝○possi」とロジックを提示。このロジックが立ち、岸本のアーギュメ

ントが切られる。となると岸本と渡辺のアイデアはコンバインされているので、自動的に

渡辺のアーギュメントも切られるね、とテーブルメンバーが納得する中、渡辺がそこにダ

ウトを提示。やがてやっぱり自分と岸本のアイデアは異なる、と発言し、議論は停滞。オ

ピメ、廣瀬、岸本が渡辺を説得する形で渡辺のロジックを切ろうとするがなかなかうまく

いかず、結局は廣瀬が D/P＞L/Iのロジックを提示し、D/Pと L/IにUQ が明確化できた、

ということで渡辺のロジックが切られる。残り 10 分で廣瀬のアーギュメント検証に移る

が、検証途中で議論は終了。 

 

 

2. 局面に対するコメント 

今回最も時間を費やした NFC での渡辺のアイデアについて触れる。 



まず１人のアイデアについてこんなにも時間を費やしてしまった原因を一言で言うならば、

誰１人本当の意味で相手の話を聴いていなかったからである。つまり、他のテーブルメン

バーのアイデアを理解し、それをテーブルにアウトプットしていなかったということ。そ

もそも渡辺と岸本のアイデアは本当に同じものだったであろうか？たしかに C/C と他の

TG を比べるべき、という結果論的な面において両者のアイデアはほぼ同じなのかもしれ

ないが、両者のメインクレームは全く異なるのではないだろうか。渡辺は「D/Pと L/Iの

UQ を確認しないことには、たくさんの roomが日本に存在する中で、何故オピメが C/C

の roomを選んだのかわからない＝どの Harmを救うべきかわからない」ここを再三強調

していた。それに対して岸本は「C/Cは biggest AD でないから、AD＞DA の possi がない」

というもの。全然違くないか！？(笑)そもそも Goal も渡辺は×can go next、岸本は change 

TG と、見据えているものも違う。それにも関わらず渡辺のメインクレーム(＝コア)につい

て熟考し、理解し、それをテーブルに落とそうとするものは１人もおらず、（やろうとはし

てたけど途中で諦めてる感じだったかな）ただ岸本のアイデアと同じだから！ということ

を繰り返し同じエクスプラで渡辺に押し付けていた。一方の渡辺の方も、自分のアイデア

について議論しているのにも関わらず、ただアイデアを繰り返し説明するばかりで、岸本

と自分のアイデアのどこが違っていて、自分が納得するにはどんな procedure が必要なの

か、という議論を推進する発言が見られなかった。 

では何が必要だったのか、それは先ほど言及した原因の逆、人の話を聴くこと。自分のア

サンプションを押し付けないこと。あんなにも同じことを繰り返し言っているということ

は、渡辺の中で何かが引っかかっているってこと。「いや Aなんです」って言ってるのに

「ちげーよ B なんだよ！」って言い返したところで、その人が納得するわけないよね。少

し極端だが、NFC ではこのような水掛け論が続いていた。とはいえ「A ってどういう意味？」

「A だからあなたどうしたいの？」と言ったような、渡辺のアイデアを汲み取ろうとする

Q も全くなかったわけではない。それでも議論が進まなかったのは、渡辺がその Q に適切

に回答できなかったからだと考える。例えば「Aだからどうしたいの？」に対し「いやだ

から A なの！」といった具合に。結果的に１時間 40 分内容のない話を続けてしまったし、

テーブルの雰囲気も悪かったし、厳しい言い方をすれば楽しくないテーブルだった。あの

議論をスムーズに収束させるため自分が何をすべきだったか考え、次に活かしてほしい。 

 

 

3. 良かった点、次に続けてほしいこと 

ASQ で適度にオピメへの Q が飛んでいたし、各所でそれらの Qの effect、goal を他のメ

ンバーが聞くことで、無駄な混乱を防ぎ、テーブル内での理解度を揃えている場面が見ら



れた。１つの Q に集中してしまうのではなく、常にマクロな視点を持ち続けることはディ

スカッションを円滑に進める上で大切なことであるので、この点はぜひこれからも続けて

ほしいと思う。 

 

 

4. 順位と選定理由 

１位 恒川（早稲田３） 

NFC での渡辺のアイデアでテーブルが停滞している際、恒川が最も丁寧に根気強く渡辺に

説明をしていた。そのどんな状況でも平静を保ち、落ち着いてテーブルを進めようとする

姿勢は素晴らしいものだと思う。しかし正直、オピメとして NFC ではもっとできたこと

があったと考える。渡辺の NFC アーギュで廣瀬、岸本が試行錯誤する中、しばらくの間

オピメの恒川はなかなか介入せず、ただ傍観しているだけの時間がしばらく続いた。オピ

メのアイデアを１番知っているのはオピメである。だったらもっと介入して、積極的に

NFC アーギュを流すなり切りにかかるなりするべきだったと考える。 

 

２位 渡辺（成蹊３） 

各所でのコンスタントな介入と、NFC で最も論点となったアイデアを提示したとして２位

に選定した。しかしながら上記のように、アイデアを出す者として、自分が納得するには

どのような順序を踏めば良いのか、そして時には引き際をきちんと決めておくこと。それ

と渡辺の NFC アイデアは面白いものではあるが、あのテーブルで出すには少々強引なと

ころがあったと思う。何故なら ASQ の時点で、オピメが C/Cを TG に選んだ理由は「J/G’s 

killing があるから」と明確に D/Pの UQ を提示しているからである。だからこそ他メンバ

ーは渡辺のアイデアがなかなか理解できなかった。自分が温めたアーギュを出したいとい

うのはすごくわかるが、そこは臨機応変に違うアーギュを出すなどすべきだったのではと

思う。 

 

３位 岸本（明治２） 

各所で介入し、テーブルを推進させる努力をしていたこと、ナローから積み重ねたアイデ

アを NFC で論点にしていたところから、３位に選定した。テーブルを推進させる努力、

に関しては、綺麗なチャートを駆使し、Q や C などで各所の話をまとめることはできてい

たが、その後の S に繋げることができないため、努力止まりになり成功させることはなか

なかできていなかった。特に渡辺の NFC アーギュについて議論しているときはそれが顕

著だった。まだまだこれから成長するチャンスはたくさんあると思うので、頑張ってほし



い。期待しています。 

 

４位 廣瀬（明治２） 

点数的には岸本の同じだったが、NFC でのアトモスの悪さから４位とした。コンスタント

に介入し、テーブルを推進させるための coreを引き出す QLの高い Q をしたり、S を打つ

努力も見られたのでよかった。しかしながら、やっぱり NFC でのあの態度は頂けないか

な(笑)どんなに理解できない人がいたとしても、自分が苛立ってしまったらおしまいだと

思います。そういうときこそ落ち着いて、自分のアサンプションは捨て去って、この人が

何を求めているのか考え、議論に臨んでみよう。 

 

５位 森田（芝工２） 

４位までに比べてがくっと介入率が下がっている。しっかり自分のアイデアを用意し、最

低限それをテーブルに提示できるようになろう。プレパで何回か練習すれば自分のアイデ

アも強くなるはず。 

 

５位 中村（聖心３） 

森田に同じく、介入率が低く、自分のアイデアを積極的に提示してほしかったな、と思う。

また、３年生であるし、ある程度テーブルで何が起こっているのかは理解できたいたこと

と思う。そのようなとき、C や Sなどでテーブルに貢献する努力が見られればさらに良か

ったと思う。 

 

７位 嶋崎（武蔵２） 

５位に同じ。嶋崎さんは何度かディスを見させてもらっているが、ディスへのモチベーシ

ョンは興味を私は感じている。モチベある…よね？(笑)あるんだったらもっとどんどんテ

ーブルで発言してほしいと思う。３年生が引退するまではたくさん失敗して、リフレもら

って、多くのものを吸収してください。それが成長に繋がります。トライ&エラーです！ 

 

８位 佐久間（立教３） 

無介入だったので、なんとも申し上げにくいですが、肝炎の引退まで、自分なりのディス

カッションを楽しんでほしいって思います。 

 

８位 村上（明治３） 

佐久間に同じ。 



８位 笹目（東女３） 

佐久間に同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




