
春の大セミナー ２０１０ 総評 

 

D＋テーブル ジャッジ：坂本（UT４）、浅沼（成蹊４）、吉田（上智４） 

 

＜総評＞ 

斬新なアイデアと高い技術がかみ合った関東最上位テーブルにふさわしいディスカ

ッションであった。“方法論ではなく内容の深い議論がしたい”という強い信念のもと

王（UT3）の提案した新しいフォーマットに対して、全員が理解しようとする姿勢を持

ちアイデアを出し合うという光景はディスカッションのあるべき姿であり、とても好感

の持てるものであった。その意味で今年のエキシビジョンテーブルは、「既存の方法を

いかに綺麗に出すか」という表面的・技術的なものではなく、各々の「柔軟性」や本当

の意味での「議論する力」が問われたテーブルだったのではないか。 

ディスカッションにおける楽しみとは、アイデアをぶつけ合って初めて生まれる新し

い気づき・価値観をテーブルで共有出来た時に感じることができると筆者は考える。ス

キルの高い実力者が集まったテーブルほどその実現が難しく方法論に終始するという

不可解な現象が起こるディスカッション界において、今回関東最上位テーブルでこのよ

うな議論が実現したことには大きな意義があるように思う。そしてその中で特筆すべき

強みをテーブルに提示できた関東 1位の 2人は、今まで蓄積した技術や思考を多くの後

輩に還元しディスカッション界の発展のために尽力してほしい。 

 

 

<個別評価と順位に関して> 

王（UT３）は、現状の PDD への問題点とそれを打開するためのプロシージャーを

提示し圧倒的な存在感を持っていた。議論の方向性が分かれるときに議論が硬直化しな

いように素早く適切なサジェスチョンをしていた。他者の論理の構築に欠点がある場合

それを素早く適切に反論していた。死刑自体に大きな意見を持つというより、議論全体

の活性化と方向づけという点で役割を果たしていた。 

水谷（青学３）は、王の提案に対し、柔軟な姿勢を持ちテーブルメンバー全員を導く

ハンドリングを行っていた。とりわけ、王の提案に欠けていた視点を補完していた。死

刑が社会全体に対して悪影響であるという点で反対という意見を出していた。他者の意

見に対する反論が速く適切であった。以上の点から、テーブルの中で 1番の推進力とな

っていた。 

したがって、どちらか 1人でもいなければ、このような関東最上位テーブルにおいて

近年まれにみるレベルの高いディスカッションは展開されなかったとし、二人を同率 1

位とした。 



松久（UT３）は、主に、自分の意見を出すということと適切にかつ素早く反論を行

うという点に自分の役割を見出していた。時折みせる的確なカンファメーションが議論

の抜け穴を埋める役割を果たし、結果的に議論が停滞せず進むことにもなった。もっと

も、コンスタントな介入や議論の大きな分かれ目でのディレクションがなかった。した

がって、上位 2位がカバーしていない役割を自分の役割として、みつけることができて

いたことから 3位とした。1位と 3位の差はディスカッション全体への貢献度の高さと

いえる。 

3位と 4位以下の差は議論への発言の有用性である。 

幸島（明治 3）は、主に議論のプロシージャーの構築に自分の役割を見出していた。

介入もコンスタントであり、ハンドリングもアーギュメントも技術的にレベル高かった。

しかし、それが必要性とテーブルへのインパクトという点で有用的ではなかった。とり

わけ、論点を網羅的に指摘することはできても、それらの優先順位を効率に決めて、テ

ーブルを進めようとする視点が欠けていた。他者の意見をうまくハンドリングして議論

に生かす視点が欠けていた。したがって、自分の役割を見つけることができなかったと

いう点で上位三位に劣っていた。 

石濱（青学 3）は、テーブルへの介入と意見の構築が主な役割であった。テーブル全

体にとって欠けていた視点をカンファメーションによって補完していた。本人の意図し

ないところで結果としてそうなったとしてもテーブル全体の活性化要因ではあった。意

見の構築という点では積極的な意見は評価できるものの、論理性という点で多少欠点が

あった。前半に比べ後半はコンスタントに介入をしなかった。したがって、じぶんの役

割をみつけることができなかったという点で上位三位に劣っていた。 

 田丸（明治 3）は、テーブルへの介入と意見の構築が主な役割であった。テーブルへ

の介入はしていたが、議論の進め方に対する理解が遅れていた。カンファメーションに

ミスが多く、停滞要因となっていた。意見の構築はしていたが論理性に多少の欠点があ

った。したがって、自分の役割を見つけることができなかったという点で上位三位に劣

っていた。 

                       文責 坂本（ＵＴ４）  

       吉田（上智４） 

浅沼（成蹊４） 

 

 

D テーブル ジャッジ：千葉（明治４）、西澤（UT４） 

 

＜テーブル総評＞ 

 

今回のテーブルのディスカッションは、お世辞にも建設的と呼べるものではなく、一つ



一つの話で Confusion が起こり、議論が停滞していました。議論の前半では、テーブ

ルメンバーの理解のズレを統一させる的確なConfirmationや妥当性の高いSuggestion

が欠けており、終始 Confusion から抜けられないような状況でした。そのような状況

にテーブルが陥ってしまった原因は「テーブルから最高でも半数しか D ランカーが出

ない」というプレッシャーなどもあり、必ずしもこのテーブルのディスカッサントの責

任ではないことは理解しています。しかし、我々ジャッジ陣が D ランカーに求めてい

るものは「どんなディスカッションにおいても自分の強みが発揮出来るディスカッサン

ト」であり、前半の議論では全員が自分の強みが発揮出来ていない状況であったことも

留意しておいて頂きたいです。 

議論の後半では、ほとんどの人が冷静さを取り戻し、ジャッジ視点で「建設的な議論を

しよう」という姿勢を感じ取ることが出来ました。特に一つの土台となる Procedure

に全員がのったことは大きな進展だったと思います。 

残念だったのは、土台となった NFCでのコンパリソンの議論においても、意思疏通が

完全ではなく、テーブルでのコンセンサスに至らなかったことです。結果、アイディア

の検証段階で議論は終了し、誰一人として、自分の描く理想の結論にたどり着けません

でした。 

 

＜テーブルの課題＞ 

  

今回のテーブルのように「発言が浸透しにくい」テーブルでは、介入の仕方に工夫が必

要だと感じました。具体的には、自分が「なぜ今から発言するのか」という妥当性をし

っかり説明することや Questionの形で介入しハンドリングを展開していくことなどが

挙げられます。相手に自分の話を聞いてもらえるような工夫しなければなりません。 

また人に話を聞いてもらうには、自らも最大限に相手を尊重し、「聞く姿勢」を持たな

ければなりません。人の話に納得が出来るのであれば、そのスタンスを明確にしたり、

納得が出来ないのであれば、言い回しなどに気を使いながら否定したりして、相手に対

する心理的抵抗を最小限にすることが必要だと思います。 

建設的なディスカッションを行うには「最低限に否定をおさえて、最大限に共感するこ

と」が重要であり、その姿勢がないとただの否定し続けるだけの行為になってしまいま

す。 

今回のディスカッションでの反省を活かして、今後は相手を最大限に尊重する姿勢を持

って、議論に臨んでくれればと思います。 

 

 

＜ランクについて＞ 

 



D ランク：齊藤さん（明治３） 

  

齊藤さんは、後半の議論で、全員を一つの方向に向かわせる NFCでのコンパリソンの

Suggestion を打ち、それが議論の土台となっていました。自らが提示した Procedure

を責任持って、プロシーディングしており、Confusionの中でも、質の高いプレゼンテ

ーションで、議論を的確にまとめていた点を高く評価しました。齊藤さんならどんなテ

ーブルでも「自分の強み」であるハンドリング能力を活かせると判断し、Dランクとさ

せて頂きました。今後は「楽しいディスカッションになるから」という感情面だけの

Reasoning だけではなく、論理的妥当性の高い Reasoning が出来るようになれば、そ

のハンドリング能力に磨きがかかると思います。 

  

D－ランク：寺元君（明治３）、青野君（法市３）、宮崎君（UT２） 

宮本君（明治３）、吉田さん（法市３） 

 

ジャッジ目線では、「質の高い発言をしているのに」と感じられることが多々ありまし

た。 

各々にスキルの高さが見受けられましたが、結果としてテーブルに大きな貢献を出来な

かったことが悔やまれます。我々ジャッジ陣が描く D ランカーの定義は「どんなテー

ブルでも自分の強みが発揮出来るディスカッサント」であり、今回のテーブルでは自分

の強みが発揮出来ていなかったため、D－とさせて頂きました。今後は、自分の話を他

人に聞いてもらえるような工夫をし、どんなテーブルでも各々の強みを発揮してくれれ

ばと思います。 

  

C＋＋ランク：大木君（上智３）、山本（香）さん（法市３） 

  

今回のテーブルで、「議論が停滞した主因」になっていたことから、C＋＋という結果

にさせて頂きました。大木君に関していえば、人の話に無闇に噛みついたり、邪魔した

りしていたシーンが目立ちました。山本さんに関して言えば、Opinion Presenter とし

て、テーブルのコントロールを上手く出来ておらず、スタンスのぶれを感じることが

多々ありました。最終的なランクは、今回のテーブルだけで判断したものではなく、3rd

以降のジャッジの意見も考慮しており、他のジャッジも我々5thテーブルのジャッジと

同じような印象を持っていたことから、D－としてはふさわしくないと判断しました。 

もう一度「建設的なディスカッションとは何か?」を考え抜き、自分に足りないものを

埋めていってくれたらなと思います。 

文責：千葉（明治４）、西澤（UT４） 

 



 

 

 

D テーブル ジャッジ：渡辺（明治４）、菊地（青学４） 

 

＜総評＞ 

まず率直な感想として言いたいことは、5th D テーブルとは思えないほど雰囲気のいい

テーブルで、皆の良いディスカッションを作ろうとする姿勢が素晴らしかったというこ

とです。それは春セミナーという厳しい環境下でも、「ディスカッションとして良い形」

を個人個人が考えられた結果だと思います。 

ディスカッションは議論であり、一つの議題の元行われる「会話」です。会話において

雰囲気はとても大事なものであり、まず一番に意識しなければいけない点でもあるでし

ょう。そうした観点からすると、今回のテーブルはより良いディスカッションをするた

めに欠かせない要素をしっかり持っていたテーブルだったと思います。ただ今回のテー

ブルでは「雰囲気」に偏ってしまう点が多々見られたことも事実です。一つ一つの話を

しっかりと理解して区切りをつけること、またその人がどういった意図をもって発言し

ているかなど、そうした点を深く追求していく前に雰囲気が先行してしまっている点が

多々見受けられました。そのため発言者の意図や新しいプランを採ることで考えられる

影響などが、論理性を持って本当にテーブルに浸透していたかには疑問が残る結果とな

りました。 

ディスカッションにおいて「速さと深さ」の両方を追求することはとても難しいことだ

と思います。しかし、一つ一つのテーブルにおいてコンクルージョンの在り方は様々で

す。何がそのテーブルにおいて最善なコンクルージョンなのかをしっかりと見極め、ゴ

ールまでのプロシージャーを引いていくことが今後の課題ではないかと考えます。 

 

＜評価＞ 

D、D-、C＋＋という三つの評価に分けました。 

まず D ランカーに関して。テーブルにおいて自分の役割を見つけて存在感を放ってい

た、そして最後までアイディアを出してテーブルに貢献しようという諦めない姿勢が見

えた人を Dとしました。該当者はテーブルの流れを掴む、テーブルを進める Sを打つ、

一つ一つ丁寧に Cをする、細かい欠落に気付くなど、一人一人秀でた力を持っており、

D ランカーとして今後のディス界で輝ける力を現段階ですでに持っていると判断した

人をそれまでの 4回のテーブルの評価を加味しつつ総合的に決めました。 

次に D-。自分の役割というものはしっかりと持っており、その点では力を発揮できて

いた人を D-としました。ただコンスタントに介入できなかったことや、周囲の勢いに

押されがちな点も見受けられ、そういった観点でDとの差をつけさせてもらいました。 



最後に C＋＋。残念ながら今回のテーブルでは力を十分に発揮できず、テーブルに貢献

するという面で自分の役割を発見することができなかったのではないかと思います。一

つのコンクルージョンに向かうテーブルの中で、いかに周囲と協力しながら自分の話を

織り交ぜ力を発揮していくか、スキルの面でも気持ちの面でもより一層の成長を期待し

ています。 

 

＜メッセージ＞ 

今年は 5回それぞれのテーブルでの評価をより反映させやすく、よりランクを取る可能

性を残そうという意図の元、5th Dテーブルを二つ設けました。そのため最後のテーブ

ルにおいても実力に偏りが出てしまった感は否めませんし、厳しい評価をつけざるを得

ないこともありました。この制度が良かったか悪かったかは正直分かりません。しかし

5th D テーブルにいたという事実、このテーブルを経験できたという事実は必ず大きな

力へと繋がると思います。もちろんこの経験を活かすも殺すもみなさん次第ですが、結

果を残せた人もそうではない人も、このテーブルにいたということは皆高いポテンシャ

ルを持っているということです。そのことを胸に、この経験を次の一歩へと繋げる動機

づけにしてもらえたら幸いです。今後のみなさんの活躍に期待しています。本当にお疲

れ様でした！ 

 

文責：渡辺 祐介（明治大学 4年） 

 

 

 

 

D－テーブル ジャッジ：杉浦（上智４） 

 

〈感想〉 

春セミお疲れ様です。D－テーブルらしくバチバチしていましたｗASQ においては、

色々話した割に素早く進めていて良かったと思います。ただ、NFCや PLANにおいて

アーギュが出た際の個々人の対応が、アーギュを出した人の意を汲んでの発言でないよ

うに見えるものが多く残念でした。一人ひとりの個性を活かした DIS を心がけてみて

ください。速さと深さの面でそれぞれ足りないものはあったと思いますが、そこを補っ

て今後も頑張ってほしいと思います。 

 

〈個人評価〉 

・佐藤(UT3) 

ストラテとアーギュの組み立て、テーブルに合わせた妥協案を提示するという柔軟性が



良かったです。チャートなしのプレゼンがしばしば見受けられたので、そこを改善でき

たら良いと思いました。 

・榎本(法市 3) 

発言量が多く、常に話をチャートに落とし込んで浸透させてテーブルに貢献していまし

た。そこからハンドリングに繋げていたので、テーブルにとって心強い存在だったと思

います。 

・竹島(日大 3) 

発言数は決して多くはないが、必要最低限のことを確認することでテーブルに貢献して

いました。また、アーギュへの対応がシンプルかつ素早いもので良かったです。アーギ

ュがテーブルに出ていないときに何をするかが今後の課題だと思います。 

・大南(青学 3) 

カンファメから T/Pとゴールを提示したり、Qでアイディアを詰めることで貢献してい

ました。コンクルをうつ頻度、アーギュに対しての介入を、今後は改善していってほし

いです。 

・半澤(法市 3) 

絶対的な発言数が少ないうえに、テーブルに浸透しませんでした。言っていることは正

しいと思ったので、それをいかにして浸透させるかを考えて今後も頑張ってほしいです。 

・今井(成蹊 3) 

自身のアーギュ以外はほとんど介入できていませんでした。話を進める、あるいはまと

めるということを他の人の話に関してもできるようになってほしいです。 

・吉見(法多摩 3) 

オピメとして必要最低限の受け答えしかしていませんでした。他の人のアイディアが出

たときに、オピシにどのような影響があるのかを考えて介入を試みてほしいです。 

・保倉(青学 3) 

他の人の話に介入することが少なく残念でした。プレゼンも早口すぎてあまり伝わって

いなかったです。自分が考えていることをもう少し詳しく話せたら浸透率がもっと良く

なると思いました。 

 

〈今後に向けて〉 

今回この春セミで、DISの良いところ、嫌なところ、一緒にやって楽しい人、苦手な

人、色々感じたと思います。これらを通して、今後どういう DIS をしていきたいのか

ってのを考えてほしいなーと。スキルだけでなく、自分がどんな DIS をしたいのかっ

てのも重要だと思います。これからも頑張ってください。期待しています。ではではノ

シ 

 

 



 

D－テーブル ジャッジ：藤枝（法多摩４） 

 

今回のテーブルは全員個性を持っていて、ランクのつくテーブルにありがちな不毛なプ

ロシージャー争いも少なく、雰囲気もよかったように思えたので、見ていて飽きないテ

ーブルだったように思います。しかし、ディスカッションの進行スピードという意味で

はあまりよろしくなかったと思いました（実際進んだのはディレクションまで）。では、

なぜそこまでしか行けなかったのか？私はその一番の原因は、「相手の意図を理解しな

いまま行う “雑なハンドリング”」に尽きるのではないかと思います。確かに全員他人

の話に介入するスピードは速かったと思います。しかし発案者以外の人間があくまで理

解力のレベルが７割、８割ぐらいにも関わらず、リーディングカンファメーション（自

分の理解を一致させる目的のカンファメは勿論 OKだが）やプロシージャー設定をして

しまい、結果的に発案者の意図と違っていて混乱を招いてしまうという事態が多発して

いました。その結果、ストラテを張るのに時間がかかりすぎてしまいました。そのよう

な中でランクを与えることが出来た人間と残念ながら与えることが出来なかった人間

の違いは、「テーブルのニーズに合った発言をしていたか？」でした。最初に記した通

り、個々の特徴は非常にくっきりと見えていました。しかしその特徴というのは“万能

ではない”ということを覚えていてほしいです。その特徴がテーブルにおいて必要な時

も必ずありますが、逆に不必要な場合もあるということです。最後にキープした者への

理由を述べておきます。 

 

出井（成蹊）発言数そのものは決して多くはなかった。しかし一つ一つの発言の質はと

ても高く、特に彼のカンファメーションによって、議論が落ち着く、または収束する場

合が多々あった。 

真能（UT）ディスカッションの中心人物だった。発言数も一番多く、彼のアイディア

に一番の時間を割いていた。自ら話を収束させることが出来ればもっと良かった。 

西田（青学）オピメとして非常に高い素質を感じた。具体的には議論を先に進めるサジ

ェスチョンがとてもよかった。ただ介入頻度に波が少々あった。 

彼ら三人は先に述べた特徴＋ニーズに合った発言が出来ていた点を他者と差を付けま

した。 

 

文責 藤枝亮太 

 

 

２年生カウンター ジャッジ：土橋（日大４）、河野（上智４） 

  



 

テーブル総評 

 ２年生カウンターということで、各自のスキルは２年生として高いレベルであると感

じました。テーブル全体としては、安易に議論を流すのではなくしっかりと１つ１つの

話を議論している点が非常に良かったと感じます。また、最後はテーブルとしての結論

を出そうと全員が協力し合ってディスカッションを行っていました。これらの理由から、

テーブルとしての深度は２年生とは思えないほど高かったように感じます。しかし、そ

の反面 necessityの見出せない話に時間をかけすぎてしまっている場面が見受けられま

した。また最後は協力していましたが、それまでは協力しようという姿勢が見られず、

相手が発言しているにも関わらず被せるように発言している場面が多々ありました。そ

のため、議論が停滞しており、ひどい時は１０人中８人ほどが同時に発言し、誰かが無

理やり一度全員を落ち着かせるという状況でした。ディスカッションというのは、テー

ブルのメンバー全員が協力し合って議題に対し結論を出すものです。今後は自分の発言

のみに固執するのではなく、相手の発言も聞くことを意識して欲しいです。その方が、

浸透度も高くなり、話も早く収束すると思います。 

その上で、以下の理由で１～３位を選定しました。 

１位 澤渡（青山学院） 

 テーブル内において議論が停滞した際に、話を収束させる confirmation や

suggestion を打つことができており、またコンスタントに介入できていたため１位と

しました。しかし、多少強引さが見られたため、今後はいかに相手を納得させた上で

suggestion等を打つことができるかという点が課題となると考えます。 

 

２位 平田（上智） 

 オピニオンプレゼンターとしてのタスクを果たしており、１つ１つの議論が終わった

際に QLの高い confirmation を行い全員の understandingの一致に貢献していたため

２位としました。今後は、自身でテーブルを引っ張っていき、議論を収束させるかとい

う点が課題であると考えます。 

 

３位丸谷（ＵＴ） 

議論の前半においてテーブルの誰よりも的確な Suggestion を打ち、テーブルに貢献

していた点を評価し３位としました。しかし、議論が後半になるにつれ急に介入度が下

がってしまっていた点が残念でした。今後は、コンスタントな介入が課題になると考え

ます。 

 

 

 ３日間お疲れ様でした！上記のように、各自のスキルは２年生として高いレベルにあ



りました。ジャッジとして、今後のディス界を担っていくであろう皆さんのディスカッ

ションをジャッジすることができ、嬉しかったです。今回の経験を活かし、これからも

がんばってください。今後、ディス界をより盛り上げていってくれること、そして各自

の更なる飛躍を期待しています！！ 

 

                            文責 日本大学４年 

土橋 幸平 

 

＜コメント＞ 

あちこちに駆け抜けたディスカッションだったというのが率直な感想でした。 

普段の大会とは違い、実力が拮抗しておりかつやりたいことをきちんと持っている人同

士のテーブルであったため、自分の話を譲らない人や、また強引に進めようとする人が

多く、テーブル全員がやり辛いと感じたのではないでしょうか。つっちーのコメントに

も書いてありますが、全員が協力し合って議論するという点が欠けていたように思いま

す。是非、ただ自分の話をするのではなく、一歩進んで、より自分の話をするために、

テーブルに対して何をするか、相手が納得した上で進めるために最低限必要なものは何

か、ということを考えて欲しいです。しかし、１人１人とてもプレパしているのが伝わ

り、Ｃやプロシなどの個人個人のレベルはとても高かったと思います。ジャッジとして、

今後のディス界を担うであろう人達のテーブルを見ることができて良かったです。２年

カウンターの皆さん本当にお疲れさまでした。 

文責：河野美帆（上智４年） 

 


