
All Japan Students’ Assembly 2011 結果と総評 

 

甲１テーブル 

Judge：王（UT4）・幸島（明治 4）・笹尾（上智 4） 

 

１．議論の内容について 

 

今年度のジャッジ基準で伝えているように、ディスカッションには「議論（Outcome）」と「議事進行

（Proceeding）」の大きな二要素が存在する。今回のテーブルでは、「議論」自体は大きく評価できる

ものであった。しかしながら、その議論を生かすための「議事進行」の面において、大きな壁にぶつか

ったテーブルでもあった。今年のディスカッション全体を俯瞰した時、議論をしようとする姿勢は以前

に比べ本当に大きく進歩し、非常によい傾向ではあるものの、その姿勢を生かすための議事進行能

力においては、まだまだ十全とはいえないと感じている。 

 

さて、甲１テーブルでの話の大筋だが、Narrowingで林（明治2）が「なぜ軍事力が必要なのか日本に

あるのか？」という疑問の提示を皮切りに、出井（成蹊 3）の「戦争を抑止するため」というアイディア、

そして石濱（青学 3）の「軍事力は必要ない」というアイディアが出された。ここで特筆すべきは、石濱

が自分の考えをイラストレーションする為に、「ドラえもん」の世界を例にとり、「しずかちゃんのように周

りから攻撃されないような人（国）に日本をしよう」という視点から意見を提示したとこであろう。このイラ

ストレーション自体は非常にユニークかつ分かりやすいものであり、高く評価できる部分であった。この

時点で軍事力の必要性の有無という 2つの大きな方向性が示されたわけだが、結局福井（早稲田 3）

の米軍全廃のオピニオンシートを基に、両者のアイディアを話していくことになった。なおかつ、石濱の

アイディアは自衛隊すら必要ないというものであったため、ASQは福井の米軍に関するものと同時に、

自衛隊に対する C-P-Hを同時に確認していった。 

 

そして PLAN においては、石濱の提示したドラえもんのイラストレーションに沿った Procedure のもと、

石濱の軍事力不要論、および出井の軍事力必要論の両者を話していくことになった。 

しかし、ここで大きな問題となったのは、石濱の新しい Procedure に対するテーブルの共通見解・理

解度であった。また、出井のアイディアをトリートする為に、T/P を増やしていったため、テーブルでの

理解度に大きな差が生まれてしまい、結果、Procedure を設定するのに時間がかかったり、認識の違

いからコンフュージョンが生まれたりしてしまった。 

 

その中で、「Outcome」につながる議論となったのは、「日本はしずかちゃんの要素（周りから攻撃され

ない要素）を持っている」という論点に対するアイディア提示のみであった。結果的には、この一部の

アイディアのみが Outcome として残っただけで、他に Outcome として残るものがなかった。 



最終的には、高原（早稲田 3）の Practicabilityのアイディア、石濱の「日本はしずかちゃんの要素（周

りから攻撃されない要素）を持っているか」についてのアイディア、出井の「しずかちゃんのよう（周りか

ら攻撃されない存在）になっても、結局攻撃はされるようになってしまう」と言うアイディアの 3 つの論

点が提示され、残り時間どの論点に絞って議論するかを Voting で決め、出井の話になったものの、

結局時間が来てしまった。 

 

以上が、甲１テーブルの概要となるが、冒頭でも述べたように、ジャッジは「軍事力のが持つ抑止力」

についての議論の方向性が提示された際、とても好印象を持っており、甲１テーブルが出すコンクル

ージョンの質に期待を覚えていた。しかし、テーブルが進む中で、Procedure を固め、それを共通見

解とする作業にほとんどの時間を費やしてしまい、結果として肝心の「議論」が極一部でしか行われな

かったことが非常に残念であった。この Procedure を固め、共通見解とする一連の作業にここまで時

間がかかってしまった原因として考えられることとして、主に①過度な柔軟さ、②プレゼンテーション能

力の不足、③論理力の不足の３つが挙げられると思う。 

 

まず、①の過度な柔軟さに関してだが、今回 PLAN において設定されたプロシージャは、それ自体は

論理的に筋が通ったものではあった。また、石濱は、本人が想定していなかったアイディアが提示さ

れた時に、その論点を自分の Procedureに柔軟に取り入れる姿勢を見せており、この点では高く評価

できた。しかしながら、そのアイディアを取り入れる過程において、その方法論を提示し、テーブルに

浸透させ、共通見解とするまでに多くの時間がかかってしまったのもまた事実であり、結果としてその

柔軟な姿勢が裏目に出た形になってしまった。この点においては、柔軟であることによって発生するコ

ストをしっかりと認識した上で、パンツから提示されるであろうアイディアをより網羅的に想定し、それら

のアイディアを話すための仕組みをより緻密な論理構成のもと Procedure に事前に組み込んでおくこ

とによって、柔軟であることのメリットを生かしつつもそのコストを最小限に抑えることができたのではと

思われる。 

 

次に、②のプレゼンテーション能力の不足に関してだが、テーブル全体として、全員がテーブルメンバ

ーのアイディアを聞く姿勢をしっかりと持っていた点は評価できる点だったが、結果的にそのアイディア

を理解する、理解させる力が足りないように感じた点が多々あった。そしてその多くがプレゼンテーショ

ン力（語彙、チャート、言い換えなど）が足りず、アイディアを伝えられていない、またはカンファメーショ

ンができていないことが原因となっていたと思われる。 

 

たとえば議論終盤、高原（早稲田 3）が自身の Practicability のアイディアをいつ話せばいいかテーブ

ルに質問を投げたものの、テーブルには Practicabilityのアイディアだということが伝わらず、コンフュー

ジョンを引き起こしてしまう場面があった。高原自身は周りに聞き返されたときに、同じプレゼンテーシ

ョンを繰り返すばかりで、いつまでたってもアイディアが浸透しないという状況を招くことになってしまっ

た。ただしその一方で、高原のプレゼンテーションは決してまずすぎるというほどのものでもなく、注意



深く聞いていれば確かに Practicability のアイディアということが分かる内容のものであった。周りもしっ

かりと全部のプレゼンテーションを聞いていれば、高原のアイディアをくみ取り、停滞を避けることがで

きたのではないかと思う。またプレゼンテーション能力の不足は、前述の石濱の Procedure の浸透速

度の遅さの原因の一つでもある。この点に関しては、自身のアイディアのユニークなポイントをしっかり

認識した上で、その構成をパンツに理解してもらうための方法として、例えば既存のフォーマットとの差

異を切り口としてみるなど、改善の余地は大いにあると思われる。 

 

ジャッジとしては、今回の経験を踏まえ、この能力を改善していくことで、より他人の意見を尊重し、融

合してゆくディスカッションスタイルを確立することができるはずだと感じている。 

 

最後に、③の論理力についてである。ディスカッションというのは、各パンツのアイディアがアイディアを

持ち寄り、それらをすり合わせ、一つの結論に昇華する営みである。ここで問題になってくるのが、３時

間という時間の制約であり、そして論理力を持つことは、この問題に対する有効な対策の一つである。

ディスカッションにおいて、実際に話せる事項はごく僅かであり、全ての疑問を議論によって解消する

のは不可能である。故に、各個人がテーブルの共通見解となっている事実から、論理的に推論して、

生じた疑問に対して自分なりの結論を出す能力が必要になってくる。これらは必ずしもいわゆる「ロジ

ック」に限られたものではなく、たどたどしい相手のプレゼンテーションから、かろうじて辿れるキーワード

を繋げたり、表情を読んだりすることによって相手の「気持ち」を理解する能力なども含まれる。今回の

テーブルにおいては、Procedureを決定するまでに非常に時間がかかってしまった。前述のように、柔

軟性やプレゼンテーションの問題ももちろんあるが、それと並行して、石濱の提示したドラえもんのイラ

ストレーションは何を意味しており、どういう議論ができてどういう議論ができないのか、などといったこ

とを類推する能力がテーブル全体に欠けていたことは否めないだろう。 

 

論理力を鍛えるのは確かに難しく、一朝一夕にできるものではない。毎回のディスカッションにおいて、

「彼は何を言いたいんだろうか」、「この Consensusから、何が言えるだろうか」といったことをディスカッ

ション中に注意深く意識して考える訓練を地道に積んでいくしかないだろう。しかしながら、論理力は

プレゼンテーション能力とも並んでディスカッションにおいては必要不可欠なものであり、是非今後の

ディスカッションの大きな目標としてほしい。 

 

以上をまとめると、今回のテーブルは、3 時間という制約がある PDD においては、「議論」を深めるた

めには、「議事進行」能力も必要不可欠だと感じさせ、今年度のディスカッションの課題を浮き彫りに

するものであったといえる。7 人という人数で議論をする以上、様々な論点が出てくるのは当然だが、

かといってすべての話をすることは難しい。それは上記の反省点に述べた事柄が大きな原因ではあ

るが、ただ、その力不足を受け入れた上で、最後の Voting のように論点を絞って議論を行ったことは

よいスタンスとして評価している。惜しむらくは、そのような提案がもっと早く出ていればよかったと思う。

そうすれば、論点の決定がよりスピーディーに、よりスムーズにできていただろう。 



 

しかし全体的に見ると、甲テーブルという意見がぶつかり合い、発言の被せ合いになってしまいがちな

状況において、しっかりと人の話を聞き、そして意見を尊重してフレキシブルに Procedure に組みこん

でいった点は大いに評価できるテーブルであったことは断言できると思う。議論の内容も、軍事問題

の核ともいえる「抑止力」について話す方向性であり、断片的ではあったが、各人が半年間通して考

えてきた意見が見られたことは大いに評価できるテーブルであった。 

 

レベルの高いディスカッサントが集まるという、普段では経験できないことを経験した者として、今後は

その経験を活かし、プレイヤー、そしてエデュケーターとして個々人がさらなる成長を目指し、ディスカ

ッション界全体をよりよいものにしてくれることを願っている。 

 

２．テーブル順位とその理由 

 

1位：石濱（青学 3） 

自分の核となる意見の提示を基に、非常に巧みなイラストレーションを武器に、新たな Procedure の

提示や周りの意見をくみ取った T/P の設置など、議論全体にもれなく関わり、貢献していたことが一

番大きな理由である。また、自分の論点でしっかりと意見提示も行えており、テーブル全体を通して、

「議論」と「議事進行」の両面において一番貢献していた。 

 

2位：出井（成蹊 3） 

テーブル全体を一貫して、常に自分のアイディアを話そうとしていて、それが結果的にテーブル全体

の ProcedureやT/Pとして設置され、議論の方向性を決定づけるのに貢献していた。1位との差異は、

T/Pを設置するSuggestionを主体的に打てていなく、あくまでT/P化の「きっかけ」となる発言に留ま

ってしまったことである。 

 

3位：福井（早稲田 3） 

自らのオピニオンシートをフレキシブルに変化させ、石濱のアイディアも話せるようにハンドリングをして

いたことが評価される。また、ASQ においては自分自身が中心となって話を進めていた。しかし、Plan

では発言が限定的であったことが、2位との差である。 

 

4位：林（明治 2） 

Narrowing において、積極的に Proceeding に貢献していた部分を評価した。自分自身が話のきっか

けを作った責任を果たそうと、しっかりと Procedure をひいたりしていた。また、限定的ではあったが、

新しい Procedureを理解するための発言によってテーブル貢献を成し遂げていた。 

 

5位：鵜久森（明学 3） 



Procedure を理解するためのカンファメーションを比較的多く行っていた。しかし、その発言が自分の

理解のためであることが多く、テーブルへの貢献が限定的であった。 

 

6位：土方（明治 3） 

話を終わらせる Suggestion を打っていたものの、自分一人ですぐに浸透させることができず、結果的

に貢献度が下がってしまった。 

 

7位：高原（早稲田 3） 

石濱の新しい Procedureを一番きれいにサマリー出来ていた点が評価される。しかし、それ以外の発

言が非常に少なく、テーブル貢献は限定的であった。 

 

8位：近藤（明治 3） 

全体的にテーブルでの絶対的発言量が少なく、発言も自分の意見の提示にとどまり、テーブル貢献

が非常に限定的であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

甲２テーブル 

Judge:水谷（青学４）・川上（早稲田４）・國廣（法市４） 

 

本稿の目的は、実際にテーブルに参加していたメンバーのみならず、全ての読者に何らかの学びを

提供することである。「総評」の性質上、若干辛辣で偉そうな表現となる部分もあるが、筆をとる私た

ち自身も学ぶ立場を捨ててはおらず、貴重な体験の一つとして客観的考察を述べる事を主題にして

いる。そのことを踏まえ、読者の皆さまが「批評家」にならず、学ぶ姿勢でこの文章に臨んでくれたなら

幸いである。 

 

≪全体総評≫ 

 

一言でいえば、惜しいテーブルであった。各人の資質は非常に優れており、ディスカッション序盤では

かなりのクオリティでの議論を期待させる土台ができているかに見えた。それだけに、議論を実際にス

タートさせるまでに時間の大半を費やしたこと、その内容が本来テーブルが共有していた「問い」と大

きく違ってしまったことは非常に悔やまれるところである。 

 

以降、全体の要約とともに、この「問い」に対するコメントを添えていく。 

 

今回のテーブルでは「米軍基地移設問題」が取り扱われ、澤渡（青学３）がオピニオンプレゼンターと

なってまもなく、「抑止力の重要性」を核として議論を進める統一見解を得た。ここまで非常にスムー

ズで雰囲気も良く、高い質の議論を期待させるものだった。 

 

澤渡のオピニオンは「米軍基地を移設すべきかどうか」という大きな問いの下、「全体移設か部分移

設か」、「どこへ移設するのか」といった細かな問いへと議論を進める構成となっており、それぞれの決

定要素として「抑止力」を提案したものであった。それぞれの問いに対する論点も最低限示されてい

たが、テーブルメンバーが澤渡のオピニオンに対して個々に異なる理解をしており、結果、重大なコン

フュージョンに陥ることとなる。 

 

こうした状況下において最も重要な事は澤渡のオピニオンを正確に理解することであり、それを実行

しようとする動きはみることができた。特に、イエン（法政３）は非常に積極的に介入し、それぞれ

Question・Confirmation を通じて理解の促進を図る効果的な発言をしていた。また、俵（明治３）は

Suggestion を繰り返し、澤渡のオピニオンをいかにして効率的に実行するかということに注力していた。

にも拘わらず全体の理解統一がなされなかった原因は、澤渡本人がプレゼンで発信していた情報、



例えばワードチョイスやチャートであるが、それらを用いることなく、個々人での理解の範疇でしか情報

を整理できていなかったことにある。その中において益田（上智３の）発言は常に発信元をとらえてい

たが、テーブル全体のずれを統一するには至らなかった。また、澤渡も自身のプレゼンの質は高いも

のの、テーブルで具体的に問題となっているずれは把握することが難しかったようだ。 

 

ここまでの記述で、テーブルの評価をスキル面において「惜しい」と括るのにふさわしすぎるほどのテ

ーブル展開であったことを理解してもらえただろう。それぞれのスキル自体、非常に高度なものである

ことは間違いなかったが、「自分の理解が正しいという自信」により、「相手を正す」ことをコンフュージョ

ンの解決策とみなすきらいが少なからずあった。これは上位テーブルならではのものであるが、ディス

カッションはあくまでメンバー全員で取り組むものであり、コンフュージョンの解決とは「統一見解の構築」

である。”誰が”間違っているか、正しいのかではなく、”テーブルが”納得できる見解を作り上げられれ

ば良い。議論では常に確実な統一見解を積み重ねることが求められ、スピードに差はあれど近道は

ない。ゆっくりであっても、最初に発信された情報から確実に確実に議論を進行させる意識を忘れず、

スキルアップを図ってほしい。 

 

さて、これ以降の展開からは、スキルではなく「問い」のずれに関する「惜しさ」が見えてくる。ディスカ

ッションの中盤以降、コンフュージョンはいまだ解決をみず、テーブルにも疲れといら立ちが見えたころ、

序盤より繰り返し発信されていた俵のプロシージャーが具体的な形としてテーブルに浸透しつつあっ

た。それは元来各オピニオンプレゼンターが意図していたそれぞれの政策案を考慮し、比較・検討す

ることでテーブル全体の方向性・政策の立案を進めようとするものである。テーブル全体が「米軍基

地移設問題」に対し最大限意見を発信できるように、とのコンセプトから見れば澤渡と同様の「問い」

を投げかけているように見える。しかしながら、オピニオンプレゼンターの存在や具体的な政策の中身

の前提を除き、「抑止力」の一点において米軍基地の存在価値、これからの方向性を議論する澤渡

の「問い」とは若干のずれがあったのである。 

 

このずれは数名のメンバーに違和感を残しつつも、多数決で俵の提案が可決されたことにより無視さ

れることとなったわけだが、その責任の所在は俵の Suggestionのみに集中するものではないことは留

意してほしい。彼が唯一、具体的な方向提示によって議論を収束・推進したからこその結果であり、

俵を含め個々のメンバーが果たすべき役割を全うできていなかったこと全てに責任がある。 

 

終盤、俵の設置した論点に同意してからは、皆これまでの議論との切り替えも早く、最大限実力を発

揮しようとする意志があったように感じた。最終的に議論されたのは加藤（早稲田３）の提示したアー

ギュメントで、他国での米軍撤退と中国の攻勢が日本でも起こりうる、とするものであった。これに対し

俵・益田が反論といったもので、アーギュメントを検証する段になってからの紛糾・停滞も多少あった

が、なんとか議論の形はあった。とはいえ、これは「抑止力」を軸においての議論とは呼びがたく、政策

の中身、日本の現状等、議論の前提とするバックグラウンドに無理がありすぎるものであった。当初澤



渡が提示し、統一見解とされた「問い」に答えを求める議論とは、そして俵が意図した議論とも遠いも

のとなってしまったことは、非常に「惜しい」と評するに尽きるだろう。 

 

総じて、読者の方々にこのテーブルはなかなか評価しづらいものに映ったことと思う。しかしながら、今

回のテーブルは各メンバーの高い資質と自信があってこそ作られたもので、質の高いものであった事

は理解していただきたい。先述のようなスキル面での学びを与えてくれたことの他、議論の中身に関

しても、高いレベルのやり取りでこそ実感することのできる重要な学びを提供してくれている。それは、

ある与えられた「トピック」または「イシュー」について総論を持つ事である。少々話が飛躍するようだが、

もし、彼らが「米軍基地移設問題」ひいては「軍事問題」について大局的な論点を持ち合わせていた

なら、そしてその論点の下細かな Proceedingを実行していたなら、今回のような「問いのずれ」は起こ

らなかったのではないか、と考えられるのである。 

 

現役プレーヤーとして、教育者として、メンバー個々人がどのようにディスカッションと関わっていくかは

わからないが、今回のテーブルから学び伝え、より高いテーブルが展開されるような未来を更新し続

けてくれる事を願い、全体総評を終えたいと思う。 

 

≪最終順位総評≫ 

 

まず、今回のテーブルにおいて Outcome と Proceeding の 2 要素を考慮した場合、前者に対する評

価はほぼないものとしてとらえていただいて構わない（＊ジャッジ基準にのっとり評価はしている）。絶

対的にディスカッション全体を通じて前者に費やされた時間はあまりに短く、また、相対的にも後者に

よる「テーブル貢献」の比重が大きすぎる為に、前者が順位変動に影響を与えることの妥当性を保証

できないからである。また、後者に関して、評価する最も重要な要素は「実際に議論を推進する資質」

である。ディスカッションのほぼすべてを費やしたコンフュージョンにおいて、その責任の所在は一点に

求められるものではない。全員が共通に背負う責任の中で、どれだけ話を進めたか、また進めること

に貢献したか、そうした観点においてジャッジ基準をもとに評価した結果が以下の最終順位となった。 

 

一位 俵 （明治３） 

発生したコンフュージョンに対し、またいかなる議論の場面においてもそれらを前進させる意志を最も

強く持ち、テーブルで唯一、実行性のある推進力としての結果を残していた。その議事進行能力、求

心力は多少の強引さを差し引いても優れたものであり、関西関東を問わず議論を白熱させる推進力

となるだろうという期待を込め、一位・ファイナリストとした。自らの Suggestion の主体を情報の発信元

（今回の場合澤渡）に置き換えた時、喜んで GO サインを出せるかどうか、を常に考え疑うことによりも

う一歩洗練されたものが練られれば、その高い求心力はさらに活かされるのではないだろうか。 

 

二位 益田（上智３） 



俵同様、直面する議論に対し常に前進させる意志を持ち、大局的な視点から発言をしていた。各議

論の理解度は客観的視点から見て非常に高く、好感の持てる実行性のある Suggestion として形に

残しきることができなかった点、一位との差がついた。自分とある特定の相手、という”会話”から情報

をくみ取る術に長けていることを活かし、自身の理解プロセスをテーブル全体に発信し、Suggestionと

いう形として残すことができれば、力強い推進力となって”議論”を活性化できるだろう。 

 

三位 イエン（法市３）・澤渡（青学３）・加藤（早稲田３） 

この三名が評価された点は、「大局的視点こそないものの、部分的な議論の進行に貢献した、もしく

は議論の大局を作り上げる事に大きく貢献したが、その進行の主導権を握れなかった」というもので、

一位・二位との差は、ディスカッション全体を通じて貢献が部分的なものに留まっていたことによる。 

 

イエン（法市３） 

ディスカッション序盤・中盤のコンフュージョンにおいて、俵・澤渡双方のオピニオンの理解を促進する

非常に有効な発言が見られた。惜しむらくは、大局的な視点から両者をつなぎ合わせる事が出来な

かったこと。本質を見抜く直観力は非常に優れたもので、双方を理解する為に自分がした発言に「何

故その発言が必要なのか？」と問いかける事が出来れば、両者がどう関連していて、どう整理すべき

か、頭の隅で本当は気づいている答えを探し出す事ができるのではないだろうか。 

 

澤渡（青学３） 

今回のディスカッションにおいて、まず大局的な方向性を提示し、それをコンセンサスとした功績は非

常に大きい。具体的な議論を構築する過程でその推進力となれず、意図にそぐわないものとなった

一面があることは残念だが、全員が「目指した」のは間違いなく彼女の提示したディスカッションであっ

た。自身の考えをアウトプットするスキルは十分に高く意見も練られている。それを最大限「結論」に反

映させる為には、相手との理解の差を常に埋める事を意識しなければならない。こと「フォーマット」に

準するようなオピニオンを展開する折にはそれはルールとなり、全てを決定づける。テーブルに現れ

る細かな表現一つ一つに敏感に対応し、ヒントを得ることができれば、コンフュージョンを避け理想の

議論を展開することに繋がるだろう。 

 

加藤（早稲田３） 

議論終盤、わずかでも形となった議論の中核は彼女のアイデアであった。この評価が部分的な貢献

に留まった原因は、アーギュメントの土台作りに彼女自身がほぼ関与できていなかった事である。個

人のいかに優れたアーギュメントも、テーブル全体の大局的なストーリーに組み込まれなければ「結

論」として意味を成さない。序盤から積極的にテーブルの「ストーリー作り」、つまり方向性の決定に関

与し、自らの意見を潜り込ませていく事が出来れば、自然と自分のターンがやってくる。アーギュメント

のアイデアとして素晴らしいものを最大限生かすためにも、そのアイデアを話すことの意味・重要性を

長期的に浸透させる術を探し、磨いていくとよいのではないだろうか。 



 

六位 青山（明治２） 

甲テーブルという大きな舞台で、上級生に囲まれながらも有効な発言を見て取ることができた。しか

しながら、その介入量が非常に限定的であったこと、テーブルに浸透しきらないケースが多かったこと

は、客観的視点から惜しいと感じるところである。経験的不利もあったかもしれないが、経験によらず

テーブルに貢献する術もある。今回のテーブルからそれが何かを探り、磨き、経験を積む、そして来

年また同じステージでさらなる活躍をしてくれることを期待している。 

 

八位 鷹木（明治３）・保田（早稲田３） 

介入する意志が全く見られなかったことが非常に残念である。個人の目標はそれぞれであり口出しす

るべくもないが、ひとつ思ってほしいことは、この「甲テーブル」は、”選ばれた者”が、ファイナルという

さらなる”高み”を目指す場として作られているということ。君たち甲テーブルメンバーは”選ばれなか

った者”たちの想いをしりぞけ、上に立ってあの場にいたのだ。選択は自由だ。だが、その選択を彼ら

に対し、胸を張って「正しい選択だった」と言えるかどうか、今一度自問してほしい。今回のテーブルが、

ディスカッションに限らず、これからの人生を納得し、充実したものにしていく為の糧となることを、そし

てその学びを後輩たちに発信していく立派な教育者となってくれることを願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

甲３テーブル 

Judge：松久（UT4）・田丸（明治 4）・寺門（青学 4） 

 

まず、テーブル全体を要約してから、1位の選定理由について述べる。 

 

・テーブル総評 

 

テーブルは、黒田（青学２）による、軍事問題の各論点の共通項である抑止力について議論しようと

いうアイデアを基に議論が進んだ。 

 

前半、谷村（芝浦３）の提示した”そもそも十分に平和な日本で抑止力について話す必要があるのか”

という論点に対し、阿部（ＷＥＳＡ３）が適切な Confirmation、Suggestion の技術を持って、黒田（青

学２）の提示した Procedure の中でその論点を話すことができることを示し、議論を先に進めた。この

段階では、テーブルの中に協力して意見を提示・尊重し、先に進もうという姿勢が見られ、黒田（青学

２）、阿部（ＷＥＳＡ３）が高い Confirmation、Suggestionの技術をもってテーブルを進めていた。 

 

 

しかし、現状日本に、侵略される risk、ミサイルなどの武器を持って攻められる riskがあるか、といった

日本に他国に攻撃される riskがあるか、という話に移る過程で、徐々にこの雰囲気が崩れていった。 

 

軍隊やその他を持って日本が攻められる risk がある、というコンセンサスを形成した後に、核兵器を

持って日本が攻められる risk があるか、という論点に関し議論が始まった。堀口（明治３）が、日米安

保条約を結ぶアメリカが核兵器保有国であるので、その報復を恐れて日本に核兵器に攻められる

risk はないという意見に対し、宮崎（ＵＴ３）がアメリカは日本を守らないと公言しているので他国は報

復を恐れることはない、と反対意見を提示提示したところ、山本（法市３）が risk すべてを確認する必

要はなく、次に進めばいいのではないかという提案をした。すると、阿部（ＷＥＳＡ３）の、核兵器に武器

を絞らず、日本が他国から攻撃を受けた際に、アメリカが日本のために報復を行うかどうかについて

話そうという論点を提示し、そこに堀口が、軍事力を保有しているから、こういった risk の話をしなくて

はならないので、軍事力なしに平和を実現する方法について話そうという意見を提示した。その後、

各自が自分にとって最良と思う方向性をテーブルに提示しては他者の話に行き、その者が自分にと

って最良と思う方向性をテーブルに提示しては他者の話に行き、という繰り返しとなった。 

 

相手の意見を聞くことなく、自分の方向性を提示することに必死になったテーブルメンバーに対し、池



田（ＭＥＳＡ３）がこのテーブルの現状をテーブルメンバーに把握させ、テーブルメンバー全員が納得

して議論を進めるためにも、まず堀口（明治３）と宮崎（ＵＴ３）の議論に戻り、その話が終わったらしっ

かり各自思うことをしっかり最後まで聞いていこう、という提案を行った。その提案に対し、阿部（ＷＥＳ

Ａ３）が新たなテーブルの方向性の提示を行った。そこで谷村（芝浦３）がまず阿部（ＷＥＳＡ３）の意

見を聞き、それから voting によって procedure を決めようという提案を行った。が、この段階でテーブ

ルメンバーに阿部（ＷＥＳＡ３）の意見を聞く姿勢が見られなかった。 

 

その中、池田（ＭＥＳＡ３）は阿部（ＷＥＳＡ３）に妥協案の提示を促し、テーブルメンバー全員が納得

する形で議論を進めようとする姿勢を見せた。 結果、池田（ＭＥＳＡ３）が最初に示した堀口（明治３）

と宮崎（ＵＴ３）の意見を確認する方向に議論が進み、そこで堀口（明治３）はアメリカが守ってくれるか

否かの riskを比較することで結論を出そうと提案し、その具体的な進め方を黒田（青学２）が提示し、

アイデアを examineする最中、時間が来た。 

 

・１位の選定理由と 2位以下の順位の理由 

 

黒田（青学２）と阿部（ＷＥＳＡ３）がコンスタントに高いConfirmation、Suggestionの技術を見せたのに

対し、池田は議論前半の介入は多いとはいえないものであったが、議論後半において、テーブルメン

バー皆の意見を汲みいれた高い質の Suggestion を行った。 

ジャッジ基準をもとに議論を再考し、点数を計算したところ、池田（ＭＥＳＡ３）が 1 位となった。このテ

ーブル１位を決定づけたのは、”テーブルメンバー皆が納得する形で議論を進めようという意志”とい

える。春の大セミナー4th エキシビ総評において、”倫理観”に関する言及を行ったが、その点が多く

のテーブルメンバーに欠けていたと考えられる。いくら自分の中で論理的に正しいものであっても、

discussion においては、説得の対象がテーブルメンバーである以上、各人の気持ちを考える必要が

生じる。discussion において、よく対象の気持ちを根拠とした立論を行うが、これは discussion の中の

すべての発言が浸透するか否かについても言えることである。この点、池田（ＭＥＳＡ３）は Proceeding

における技術は他のメンバーと比較して高いとは言えないものの、他のメンバーにない非常に優れた

能力があったといえる。 

 

2位の黒田（青学２）は前述の通り、高い能力を発揮してくれたが、議論後半でテーブルメンバーの話

を聞く姿勢を失ってしまったのが惜しかった。１位との差も非常に僅差であり、議論前半に見られた、

皆の意見をとりいれ、進める姿勢をどのような場合においても貫くことができれば、１位であっただろ

う。 

 

3位の阿部（ＷＥＳＡ３）は、前述の通り、高い能力を発揮してくれたが、議論の節々で自分のアイデア

に固執するあまり、他者の意見を聞いていなかったことが分かる場面が散見され、惜しかった。 

 



4 位の谷村（芝浦３）は、テーブルが熱くなる中でも冷静な視点を失わず、議論の論点や進め方の提

示を行ったが、局所的であった。 

 

5 位の堀口（明治３）は、テーブル中で内容に関する意見提示を行った点で評価できるが、

proceeding面で大きな貢献はなかった。 

 

6 位の宮崎（ＵＴ３）は、堀口（明治３）の内容に関する意見に対し意見を提示した点で評価できる。が、

proceeding面で他のメンバーに失礼と思われる発言があった点は悔やまれる。 

 

7位の小笠原（明治３）は、かなり限定的に有効な Confirmationが見られた。 

 

8位の山本（法市３）は、コンスタントに介入はしていたが、有効な発言が少なかった。 


