
春の大セミナー2011 総評 

 

4thD+ テーブル総評 JUDGE松久（東大４）・王（東大４）・水谷（青学４） 

 

4th D+ テーブルは、例年その代を代表する Discussantが集結し、議論を行う場であり、 

毎年「関東最上位テーブル」の名のもとに、「最高の議論をする」という目標をファイナリ

スト全員が掲げて望む場である。 

その中で、例年多くのディスカッサントが挫折し、少なくともここ数年は「最高の議論」

という目標が達成できたことは無かったといってよいだろう。 

 

今年度、5th D+ Table で行われた議論も、例年に違わず、大きな課題が残る議論となって

しまい、 

ジャッジ３名で議論全体を評価・検討した結果、本テーブルにおいて、 D+ の評価を与え

られる者はいない、という結論にいたるほどのものであった。 

 

その課題は、主に 

「生産性」と「倫理観」 

の２つの言葉に集約されるものである。 

 

今大会において、D+ランクの基準は 

 

１．全てのテーブルで、自分の役割を見つけ、果たすことができる。 

２．上の要件を満たし、かつその人の個性が反映された生産性のある議論をすることがで

きる。 

 

の２つの条件を満たすこと、と定義した。 

これを鑑みたときに、「生産性のある議論」という条件が今回のテーブルにおいては満たさ

れていたかは、強く疑問が残るところであった。 

 

 

本テーブルで行われた議論全体の内容を要約すると、以下のようなものになる。 

 

１．石濱（青学３）が、以下のような論点を議論の土台として提示し、他のパンツの意見

との Voting の末選ばれた。 

 



 1. 現行政府が、採択したものの実現できなかった政策案の問題点を抽出する 

 1. そのプランの問題点を解決する方法を全員で考え、現行の政策案をスパイクしていく 

 

２．しかしそこから議論は若干脇道にそれて、政策の実現可能性についての話へと進み、

最終的にその結論として実現可能性は「ある」ということになった。 

 

３．最後の１０分ほどの間に、問題点の抽出とスパイクがいくつか行われた。 

 

 

すなわち、「生産性」の評価は２．と３．の議論の内容と質に集約されると考えられる。 

 

まず２．の議論においては、阿部（早稲田３）の提示したアイディアを中心として議論が

行われた。 

このアイディアは議論の序盤から全体を通して、序々に提示されていった。 

しかしながら、結果として中盤から終盤にかけて、各パンツは阿部のアイディアを理解し

ようとする姿勢を序々に失い、議論の方向性について我先に意見を述べようと、 

いわば発言権の奪い合いの様相を呈してしまいっていた。 

その様子はさながら子供の喧嘩のようであり、「ディスカッション」というにはあまりにも

お粗末なものであった。 

 

Discussionという営みに参加するにあたり、各パンツたる Discussantには、最低限持つべ

き倫理観というものが存在する。 

たとえば 

 

「他人の意見をしっかり聞き、尊重する」 

 

というものであったり、また春の大セミナーという大会の特性を考えたとき、 

 

「休憩時間中に、Discussionの内容に関する話をしない」 

 

などといったことは、Discussantとして最低限守るべきものであろう。 

 

前者に関しては、Discussant ならば誰もが知っていることであり、それにも関わらずテー

ブルで守られないことが多々あるものである。 

Discussion という競技の性質上、それは致し方がない部分があるが、そうはいっても今回

の議論においては、その無視の傾向があまりに強く、 



喧々囂々、さながら喧嘩のようになってしまったという点で、関東最上位の Discussant達

であることの誇りを忘れたように見受けられ、非常に残念であった。 

 

また後者に関しては、ジャッジ側が周知を徹底しきれていなかった部分があるが、そうは

いっても暗黙の了解として理解しているべきところであり、 

決して関東最上位テーブルに相応しい行為であるとはいえないだろう。幸い話の発端時点

でジャッジの制止が入ったものの、 

もしそのまま続けていたら、話に参加した者にペナルティを課さざるを得ない状況になっ

たかもしれない。 

 

話は戻るが、このように、議論の中心にいた人物達が自分を見失い、最低限守るべきルー

ルを忘れてしまったため、 

結果として議論が遅々として進まず、最終的に議論の内容を見返したときに、その過程お

よび内容は決して生産的とは言えないものであった。 

 

 

次に、３．の議論についてである 

 

本テーブルの流れを見たときに、２．の議論に一応の結論がみえたときにはすでに残り時

間があと僅かしかない、というような状況であった。 

 

この際に、テーブルとしてとった行動は、「とにかく多くの DA を提示し、スパイクしてい

く」というものであった。 

 

しかしながら、これらの議論は、その効果の定量および検証の過程をとにかく省いた粗雑

なものであった。 

確かに意見を多く提示した、という点では評価できるものの、そもそも「意見の提示は」

と「議論」は同義ではなく、 

意見の提示のみの議論は、いわゆる value discussion や speech と何ら変わらないもの

である。 

 

PDD というのが「Policy Determining Discussion」である以上、時間的な制約はあるにせ

よ、アイディアの提示以降の 

「定量」や「検証」の過程こそを議論と呼ぶのであり、その過程が大きく欠如していた３．

の議論については、 

ジャッジ３名で議論した上で、「評価しない」という結論に至った。 



 

 

以上を総合すると、生産的な議論になりうる意見の提示はいくつもあったものの、それら

を一つとして活かすことができず、 

結果として生産的な議論ができた、とは言えない、と判断し、今回、D+ランクの授与を見

送った。 

 

ジャッジとしては、去年上の代から与えられた D+ランクを次世代に与えられないのは非常

に不本意であり、 

またジャッジ自身の増長がないか、本当にこの評価でよいのか、と幾度も自らに問いかけ

たが、 

結論としてこのような議論に対し D+ランクを与えてしまっては、D+ランクの意味自体が無

くなってしまう、と判断し、 

今回の結論に至ったものである。 

 

 

とはいえ、この決定は、本テーブルに参加した者達自身の能力を否定するものではなく、

本テーブルをジャッジした 

水谷・王・松久の３名と比べても決して劣らないものであったことを付記しておく。 

 

ただただ、テーブルの雰囲気に押し流され、多くのパンツが冷静さを失ってしまったこと、

その一点のみにおいて破綻があり、 

結果生産的な議論ができなかったことが悔やまれる。 

 

また、そういった「倫理観」をどれくらい守って議論に参加できていたか、を加味したと

き、 

特筆すべき質の高さをもってテーブルに対して発言していた黒田（青学２）が、ある意味

もっとも D+のランクに近い位置にいた、 

ということをジャッジ３人の共通見解としてここに付記しておく。 

 

本テーブルに参加した全メンバーには、ぜひ今回の反省を踏まえ、アッセンブリーに向け

て全力で頑張っていただきたい。 

そしてそのアッセンブリーのテーブルで、ぜひ最高の議論を実現して欲しい、というジャ

ッジ全員からのメッセージで、 

総評の結びとさせていただく。 

 



 

 

補足：個人評価 

 

 

本大会におけるジャッジ基準を構成するに当たっては、Discussionの基本評価軸を 

 

「Outcome」と「Proceeding」 

 

の 2つに大きく設定し、実際の Discussionにおいて、各パンツがテーブルでそれぞれの評

価軸に対して、どの程度できているかを評価することによって、ランクおよび順位を決定

した。 

 

 

上記の議論の今回の 5th D+ テーブルの議論の流れとしては、まず石濱（青学３）が独自

のフォーマットで意見を提示し、その土台のもとで、阿部（早稲田３）がそれに対する反

論を提示して、その反論を中心として 

石濱と俵（明治３）を進行役として話をすすめていく、といったものであった。 

 

 

それぞれ役割について、Proceeding、Outcomeの両側面から各メンバーの貢献を見ると、 

 

Proceedingに関して 

 

石濱：最もコンスタントに介入をしていたが、質の高い発言の数は限定的であった。 

俵：議論の一部の場面において他のパンツを凌駕する素晴らしい貢献を見せていた一方、

その質をテーブル全体にわたってキープすることができなかった。 

阿部：自分の意見の提示はしていたが、テーブル全体に対する Proceedingができていたと

はいえず、結果貢献は限定的であった。 

黒田（青学２）：随所で質の高い発言をしており、その的確さや正確さは非常に高く評価さ

れるものだったが、テーブルへの浸透率が悪く、結果としてテーブルへの貢献度としては

下がってしまった。 

益田（上智３）：テーブルへの貢献は非常に限定的であった。 

 

Outcomeに関して 

 



石濱：貢献しようとする姿勢としては評価できたものの、実際の貢献は議論のごく一部に

限られ、限定的であった。 

俵：貢献しようとする姿勢としては評価できたものの、実際の貢献は非常に限定的であっ

た。 

阿部：自らが考えた意見を、強引さはあったもののテーブルでの議論のメインストリーム

にし、結果 Outcomeとして一定の結論を残した。 

黒田：貢献しようとする姿勢としては評価できたものの、実際の貢献は非常に限定的であ

った。 

益田：貢献しようとする姿勢としては評価できたものの、実際の貢献は非常に限定的であ

った。 

 

以上のように、Proceeding、Outcomeそれぞれについて、各人とも貢献の程度および質に相

違があり、順位をつけるのは非常に難しいところであったが、 

ジャッジ３人が各自の記録をもとにで議論全体を細かく振り返り、すり合わせ、ジャッジ

基準を厳密に適用して総合的に評価した結果、 

公表された順位を確定させるに至った。 

 

結果から見ると、 

Proceedingと Outcomeの両方に貢献した石濱が一位、 

時折非常に質の高い発言を見せたものの、コンスタント性に欠け、また主な貢献が

Proceedingのみになってしまった俵が二位、 

意見のメインストリームを提示し、Outcomeには大きな貢献をしたものの、それに対して自

分自身で有効なプロシーディングをすることができなかった阿部が三位 

 

と結論づけることができるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4thD①テーブル総評 JUDGE幸島（明治 4）・寺門（青学 4） 

 

4thD テーブルにも関わらず、お互いがそれぞれの役割を果たし、一つの方向に向かって

いこうとする意志を感じさせる、非常に良い意識を持ったテーブルであった。 

議論の内容も、田中（UT2）のアイディアをきっかけに、出井（成蹊 3）などのハンドリン

グによって、軍事問題の核ともいえるアメリカ軍が持つ抑止力について話す方向性で進ん

でいったことは、非常に評価できることだと思う。 

しかし、軍事力の抑止力について話すことは素早く決定づけたものの、その一方で具体

的にどのエリアでどのように話すかという点において、非常に時間をかけてしまったこと

が残念であった。その原因として、テーブルの「推進力」が欠けていたことが挙げられる

と思う。高い質の Confirmation、そして Suggestion も見られたが、それが単発に終わり、

テーブル全体を動かす有効な Suggestionに乏しかった。協調性のある雰囲気だったためと

言えるが、そのようなときこそ力強くテーブルを進める力が欲しかった。ディスカッショ

ン全体を引っ張る推進力、政策決定に導いていこうというマクロな軸やアイディアを持つ

ことはとても大切であり、今後は自らがディスカッション全体をイラストレート出来るよ

うになることを期待している。また、澤渡（青学 3）の Practicabilityでのアイディアも、

議論の軸であった抑止力に関わるものであったので、お互いが早い段階で妥協点を見つけ、

抑止力という点でより深く議論できるようなハンドリングがあれば、なお良い議論ができ

たという風に感じた。最終的には、保田（WESA3）のアイディアのもと、S.Q.において抑止

力があり、米軍全廃の APでは抑止力が下がるというコンクルージョンを得ることができた

ことは、非常にいい議論だったと思う。だが、結果的に時間があまりなく、意見の提示者

が限られてしまったことが課題として挙げられる。いかに核の論点まで素早くハンドリン

グをし、そこで深い議論を話すかという、PDDの難しさが課題となるテーブルであったとも

いえるだろう。 

 

このテーブルから Dランク、D-ランクの２者に分かれたわけだが、Handlingや Argument

などにおいて自分の強みや色が、コンスタントにテーブルに貢献できていた人を Dランク、

多少コンスタントでなかった人や、貢献度があまり高くなかった人を D－ランクという風に

評価させていただいた。 

出井（成蹊 3）は、テーブルのアイディアを抽出し、抑止力の論点を設けるまでのハンド

リング、保田（WESA3）は抑止力におけるアイディア提示を、山本(一)（法市 3）は、ASQ

におけるコンスタントな介入とハンドリング、評価させていただいた。 

中川（MESA2）も、アイディア提示は出来ていたが、決定打に欠けるものであった点、澤

渡（青学 3）は Practicabilityでの意見提示はあったものの、他の部分での介入の少なさ、

田中（UT2）は抑止力というアイディアの種を提示するものの、自分自身で論点に決定づけ



ることができなかった点、土方（明治 3）はカンファメーションに QL の高さが見られるも

のの、発言回数の少なく貢献が限定的だった点から、それぞれ D-ランクとさせていただい

た。 

 

とは言っても前途に記載してあるとおり、それぞれがアイディアや自分自身の軸を持っ

てディスカッションに臨むという意識の高さ、さらにテーブルで各々がそれを提示しよう

とし、強い推進力に欠けるものの各々が役割を果たしていたという点において、各人のポ

テンシャルの高さというものをうかがうことができたと感じる。これからの成長の可能を

大いに期待させるテーブルでもあった。 

 

D・D－ランクに限らず、ランクをとることができた人は、自分のランクに責任を持ち、

今回のテーブルでの課題を胸にこれからも精進すると同時に、Discussion 界への還元を成

し遂げていって欲しいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

春セミ４thDテーブル② JUDGE國廣（法市４）・辻田（明治４） 

 

４thDテーブルは春セミ大会でも上位のテーブルに位置し、その議論の求められる質も自然

と高いものになっていきます。そんな中でも今回の４thDテーブルは、非常に雰囲気の良い

テーブルでした。全員から「楽しいディスカッションをしたい」という声が聞かれ、好感

の持てるテーブルでした。そのためテーブルとして「相手の意見を聞く姿勢」が随所に見

られ、結果として無駄なカンファメーションは少なく、効率的に進んだ要因の一つとして

考えられます。ジャッジとしては春セミという特有の雰囲気、また順位が付く上位のテー

ブルだからと言って雰囲気を悪くする悪循環ではなく、こういった基本的だが中々普段の

ディスカッションを見ていても達成されないこの姿勢に関しては高く評価出来るとしまし

た。 

 

では、話を変え①テーブルを通しての所感、②ランク及びテーブル内順位と設定理由を述

べさせて頂きます。 

 

1点目の所感としては、【テーブル結論への執着に関して全員が非常に低い】と感じました。 

実際に序盤のオピメ決めに 20 分を費やしたこと、ASQ 直前の南（UT２）による「ASQ は検

証する必要がないから飛ばそう」という提案吟味に、結果時間を多く割いたこと、「反論は

全て Practicabilityだからそこで全て検証する」とし、結果その検証中に終わったことな

どから見受けられる様に「全員で結論を出す」といった目的意識の欠如が見受けられまし

た。これは今テーブルだけでなく昨今のディス界全体に見られる課題であると考えられま

す。 

そもそも「議論」とは「互いに意見を交わし、かつ結論付けること」が目標であり目的で

あります。その点でスピーチやディベートと大きく異なる競技であると筆者は考えます。

今テーブルではアイデアが多く出て意見は交わされていたが、後者に関しては前述のよう

に大きく損なわれていたと考えます。 

このことから、今後「結論を取る」という部分に日頃から目的意識を置き、議論に参加し

て欲しいと思います。 

 

２点目ランク及びテーブル内順位設定理由に関して。 

上記を踏まえた上で「議事進行をする上で必要であった人物」を D ランク、それ以外を D-

とさせて頂きました。それは「多くの話が出たが、何一つ話が生かされずに時間が来てし

まった」ということから、「議論内容は評価できない」というジャッジ間の共通見解に至っ

たためです。この点は４thDテーブルにいた者としては反省して欲しい事柄です。 

このことから、「議事進行において誰が必要であったか」という観点から上位２名は時折光



るものがありました。「どの話も自分一人で帰結に責任を持ち、他人の助力を必要としない

話が出来る力がある」とテーブル内の発言から判断し、これが「どのテーブルであっても

自分の役割を見つけ、果たすことができる」という D ランクの定義に該当すると致しまし

た。またその他の者は限定的でありながらも議論に関与していたため、「テーブルで中心に

なることもできる」と判断し、D-としました。 

 

以下ランク及びテーブル内順位と設定理由 

１位宮崎（UT３）/D 

２位福井（早稲田３）/D 

３位小笠原（明治３）/D- 

４位南（UT２）/ D- 

５位吉崎（青学２）/ D- 

６位谷村（芝工３）/ D- 

７位鵜久森（明学３）/ D- 

１位宮崎…テーブルを推進する提案を多く打てていたことを評価しました。また議論の論

点として、随分前に議論をした話をしっかりとテーブルに促し、回収し、混乱を防いでい

た点はジャッジとして驚きでした。しかし、この点に関して福井のカンファメーションが

必要であったことも否めません。 

２位福井…カンファメーションを多く行い、テーブルへ浸透させることが大きな役割でし

た。１位との差はテーブルを推進させる発言ができていたかにおいて宮崎には一歩及ばな

かったと判断したため。 

３位小笠原…オピメとして意見提示をしていましたが、主体となって議論を進めることは

少なく、カンファメーションで多く貢献しました。２位との差はその必要性が薄かったた

めです。既にある論点の集約・序列が多く、またテーブルに貢献したと判断したカンファ

メーションも一人の力で成し遂げたのではなく、宮崎や福井などの力を必要とした点も上

位２人とは力の差があると考え、D-としました。 

４位南…序盤の提案により ASQ を省略することができ Proceeding の面で評価しましたが、

その他の点での貢献は限定的でした。３位との差はそのコンスタント性です。 

５位吉崎は時折見せるカンファメーションの質、また英語のレベルはどのテーブルのジャ

ッジに聞いても高く評価されていた。しかしコンスタント性を大きく欠いたことが悔まれ

る。４位との差は自身が Proceedingの軸となったかどうか。 

６位谷村、７位鵜久森は Proceedingの点での貢献は見られませんでした。順位は発言回数

によるものです。谷村に関しては自身のアイデアが上手く消化しきれていない点、また鵜

久森に関してはアイデアを提示しただけで終わってしまった点も悔やまれます。 

 

またジャッジ個人的な感想として今回の４thD テーブルは課題の残る議論であったと思い



ます。Confirmation などのスキルは勿論大切です。普段のプレパの成果をテーブルで上手

く議論を流すことで「練習通り出来た！」と喜ぶのも discussionの一つの面白い側面、や

りがいなのかもしれません。しかしそれが何のためにあるかと言えば、結局は「それらの

スキルを使い、中身のある議論をすること」が大切であり、ただの意見の提示になってし

まっては何も意味がないと考えます。今回の４thDテーブルだけでなく、全体として theory

に固まってしまい、その後の柔軟な議論が出来ない discussantが多く見られました。上記

に記した通り、「全員で議論に結論を出すこと」への意識は確かに昨今を見ていて全体的に

欠如しています、つまり私たちジャッジ陣も出来ていたかと言えば疑問があります。そし

てこの疑問点、課題も自分たちがジャッジや chairperson になり、客観的な目線で議論を

見るからこそ生まれた視点なのかもしれません。しかしだからこそ、そんな上の代の悪い

面を真似るのではなく、今回このテーブルをきっかけに中身のある議論をディスカッショ

ン界全体で話し合っていって欲しいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ｔｈＤ-テーブル①総評 JUDGE 寺元(明治 4)、川上(早稲田 4) 

 

このテーブル全体を通じて、評価出来たこと、課題として残ったことは主に以下２点にな

ります。 

 

評価出来たこと 

◇お互いがお互いを尊重し、聞く姿勢を終始保っていた。 

春セミという競技制の強い舞台において、お互いが我を過度に押し付けることなく、相互

に尊重出来ていたことは評価に値すると思います。今回の大会全体を通じて、「倫理観」が

課題として持ち上がっていたと思います。発言者が意見を提示している際に過度な介入を

試みる、また遮るといった行為は、建設的な議論をする際に最大の障壁になります。何を

「議論する」べきか、共通の認識をもつ前にして何かを意見交換しようとしても収束を見

ることはまず困難なのは自明です。よってこの点を評価出来たこととして挙げさせていた

だきました。 

 

課題として残ったこと 

◇議論の終着点に対する意識 

上記に聞く姿勢に関する評価をさせていただきましたが、その反面、一つ一つの話に執着

しすぎていたことが挙げられます。一つ一つの Questionに対する各人の Curiosityの意識

が強かったことで、議論全体にペースダウンをもたらしてしまったと思います。また、終

盤になっての Suggestion多発は、正確性に欠けることは拭いきれず、浸透も厳しいのが現

実だと思います。ここで意識すべきは、『情報の取捨選択』『議論全体の終着点を意識する

タイミング』と考えます。このテーブルに限った事ではありませんが、各発言、論点にお

いてどのようなことを後に残せるのか、また、そこまで出た議論を使って何を結論として

導き出すか。またそれら情報をまとめにかかるためにはどれだけの時間を要するのかを考

える必要があります。Comparison 一つをとっても、どのようなステップで進めていくかに

よって結果は大きく変わってくると思います。評価出来た点に加え、この課題点が克服で

きた際には、より飛躍的な Discussionが生み出されることは間違いないです。各人自己反

省する際にぜひ検討してみてください。 

 

D-キープの判断に関して 

この判断において以下の３点を主軸に置かせていただきました。 

・自身の意見(自分のアイデアに限らず他者の意見に対することも含め)をテーブルに落そ

うとする姿勢 

・意見を浸透させるに至るスキル 



・その姿勢の維持 

 

この３点を鑑み、林(明治 2)、加藤(早稲田 3)をキープとさせていただきました。 

・林は、オピニオンプレゼンターとして自身の考えを提示するに留まることなく、他者の

意見、発案に関しても自身の意見提示を怠ることなく、議論の進行面において特に貢献し

ていました。 

・加藤は、USと JPNの関係において自身の見解をテーブルに提示（NFC、Solにおいて JUST

廃止が必ずしも米軍基地問題解決にならないというアーギュメント）、このテーブルにおい

て最終的なベースをもたらしたことから、まず議論の内容面において貢献を見せ、さらに

林には劣っていましたが、他者の発言においてもコンスタントな介入を見せていました。 

・鷹木(明治 3)、丹羽(芝工 3)、西田(青学 3)は、鷹木、西田は進行面に、丹羽は内容面に

貢献を認められる点がありましたが、上 2 人には劣ってしまっていたこと、また全体を通

じて限定的であったことがキープしたものとの差になります。 

・児玉(東洋 3)は、内容面、進行面両方において何かを残そうとする姿勢はみてとることが

出来ましたが、残念ながらそれをテーブルに残すことは出来ませんでした。 

・古田(青学 2)は進行面内容面ともに非常に限定的なものとなってしまっていたと思います。 

 

以上が最終的な判断理由となります。 

 

最後に、全員がここで留まることなく、今後各自の課題を追求し、さらなる改善に努めて

いくことを切に願い、この総評を締めさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ｔｈＤ-テーブル②総評 JUDGE佐藤（東大 4）・田丸（明治 4） 

 

◆思うに「議論」の「議論」足り得る所以は、ゴールへ向かうまでに必要なコンセンサス

の構築がなされることである。限られた時間で必要な合意を取り付け結論へ向かうために、 

4thD-テーブルは特に以下の要素において注目されるものであった。 

１、      「議論」を構築するという目的意識 

２、      内容面での生産的なアイデア 

３、      アイデアを議論に取り込みつつ先に進めるスキル 

 

ランカーを排出するテーブルとしては、必然的に議論に大きく貢献する姿勢が求められる。 

これら 1~3 の要素を互いに「役割分担」をしながらも「全て満たし」つつ、生産的な議論

が展開されることがテーブルには期待された。しかし残念ながら、実際の議論は大きな課

題の残るものであったと言わざるを得ない。 

 

それは 

・議論の進捗を見据えた発言のできるものがいなかったこと 

・議題への意識の欠如 

の二点に大きくまとめることができる。 

 

◆本テーブルの議論の流れを要約すると以下の通りであった。 

 

a)      核の脅威を排斥するために政府がすることについて observation 形式で話すと決

まる 

b)      現状分析に際し、パンツの知りたいことから派生するあらゆることについて分析

が始まる 

c)      Significance の確認中に新たな方向性の意見が出され処理に手間取る。結果

significanceはうやむやだが、とりあえず planに進むことになる 

d)      残り時間わずかの状況でなんとか結論を得ようと、mandateについていくつか話さ

れる 

 

b)では、皆が皆、テーブルに提示されたあらゆる疑問点やダウトにむらがり、競争し奪い

合うかのようなミクロなカンファメーションが繰り返された。その結果、そもそも何を議

題として話し合っていたのかという各論におけるゴールを見失い、一つのアイデアから派

生する全ての論点について触れなければ次に進むことが出来なくなってしまっていた。進

捗を見据えての suggestionの数も極端に少なく、テンプレート的な「まず、～の意見を聞



こう」といったものに留まった。そして、回収しきれなくなってあやふやになった部分は

アンクリアにしてしまうことがほとんどであり、時間を割いた割にコンセンサスとして残

るものは少なかった。 

 

c)では新たな方向性のアイデアに対し、オピメのアイデアの significanceの議論との整理

がつかなくなり、長時間にわたりテーブルは停滞した。何とか先に進めようとする意識は

みられたが、構造的にどうクラッシュしているかの共通見解がなく、単発の suggestionが

ちらほらと出るもなかなか浸透しなかった。最後は時間的な制約から話すのを諦めたよう

に、とりあえず先に進むことが決まった。だが observation 形式の議論において

significance のコンセンサスを諦めることは議論の質を低下させるものであり、また貴重

な時間を大きく割いた議論の結論をテーブルに残せなかったのは悔やまれた。 

 

e)      はテーブル全体として結論への焦りが顕著であり、いくつかアイデアはでたが有

効に使 

えないまま議論が終了した。 

 

◆D-キープの基準について 

始めに述べたとおり、議論の体をなすためには複数の役割が求められるが、本テーブルで

はミクロなトリート、カンファメーションの役割を複数人で取り合っていた。よって、こ

れ以外の役割を果たそうとした者の重要性が相対的に高くなる。この点、池田(明学 3)は議

論全体にわたり介入し、回数は非常に限られたものであるとはいえ、その中で議論の構造

が把握できるようなマクロなカンファメーション、及び内容に関するアイデアの提示を行

っていた。これはその他のテーブルメンバーと対比させた時に、唯一自分だけにできる役

割をこなし、結果テーブルに貢献していたといえる。ジャッジ基準に基づく採点の結果、

やはりこの部分が評価された。 

よって、池田(明学 3)を D-ランクにキープすることとした。 

 

◆次に向けて 

本テーブルの、みなが積極的に発言し貢献しようとする姿勢そのものは評価すべきもので

ある。また、アイデアをトリートするスキルに関しては 4th で D-テーブルに残るだけのポ

テンシャルを持つメンバーばかりであったと思われる。不本意な結果であろうが、反省点

を踏まえ、是非次のアッセンブリーに向けて飛躍的な成長を遂げてくれることを願います。 

 

文責：佐藤（東大 4）・田丸（明治 4） 

 

 



 

 

４ｔｈ２年生カウンターテーブル総評 JUDGE今井（成蹊４） 

 

2年生カウンターは、今後の活躍が期待される多くの二年生の中でも、現段階で高い実力を

持つとされる 2 年生を集めたテーブルです。このテーブルは、今の実力を率直に実感する

ことのできる貴重な場だと思います。3年生がいない中、同程度の実力を持つ 2年生同士が

自分たちだけで創り上げるディスカッションには、個々の実力が直に反映されるからです。

今回の 2 年生カウンターでは、それぞれの良さが発揮された一方、多くの課題も見えたテ

ーブルだったと思います。それでは、以下全体に対してのコメント、良かった点と改善点、

上位三名の選出理由について述べていきます。 

  

【全体を通して】 

初めから終わりまで、「記憶に残るディスカッションにしよう」という共通意識の元でディ

スカッションをしていたのが印象的でした。春セミという場であっても、2年生らしい元気

と、和気藹々とした雰囲気の中で活発に意見交換が行われ、協力して議論を創り上げよう

という個々の意識の高さが感じられました。ディスカッションの中身については、前半は

オピニオンプレゼンターの意見を理解するために ASQ にかなりの時間を割くことになりま

した。NFC 終了後、Time management を理由に Procedure を変更しようという Suggestion

が出たことから、DA を出してコンパリに進むことになりました。結果的にコンパリの途中

意見がぶつかり、Priorityを完全に付けられないまま終了することになりました。 

 

【良かった点と改善点】 

二年生のみで構成されるという特有のテーブルで、一人一人が積極的に議論に参加し、自

然と役割分担を行うことができていた点はとても良かったと思います。また、常に活発な

姿勢、和気藹々とした雰囲気でディスカッションを行うことができていたのも好印象でし

た。三年生がいないことから、普段では自然と行われていた議事進行の面において苦戦し

たのではないかと思います。しかし、適宜カンファメーションでその場をまとめ、

Suggestion を打つことで先に進めようとする意志が見られたこと、テーブルとしてのコン

クルを得ようという意識を全員が持ち、協力できていたことは大きく評価できる点のひと

つです。 

それに対して、相手の意見を聞く姿勢、意見提示や Suggestion理由の明確化において改善

の余地はまだまだあると思います。Argument を出しても、特に何のコンセンサスも残らな

いまま終わってしまったり、結局のところ通った「PLAN sideに関しては取り敢えず推測す

ることにして、DAを出して今すぐコンパリしよう！」という Suggestionも初めはコンセン

サスにもなっていない状態で先に進んでしまったりしていました。これらについては、不



明確な理由で意見を出す側はもちろん、聞く側にも問題があると思います。確実に意見が

浸透しないまま、ある程度その場の雰囲気によって流される Argument、残り時間への焦り

から特に吟味もせず、その場のノリで通る Suggestionが多々見られました。 

たとえ一部のやり取りの中では話が完結していたとしても、それがテーブル全体として浸

透していなければ、全員で議論しているということにはならないのではないでしょうか。

常にテーブル全体を見渡すことのできる客観的な視点を持っていた人が今回のテーブルで

は少なかったように感じました。同時に、それが今後の皆さんの課題として特に改善して

いってほしい点でもあります。 

 

【上位三名の選出理由】 

1位 荒木 

今回テーブルに不足しがちだった客観的視点を提供し、議事進行において中心的な役割を

維持することができていた。コンスタントにカンファメーションを行うことにより、話の

結論や理由を明確化した上で次に進めようという意識の元、全体に話を浸透させ、理解を

揃えた上で先に進めるために重要な役割を果たしていた。発言の質は高いものの、介入の

速度において課題を感じる部分があった。 

2位 岩田 

オピニオンプレゼンターとして、独自の意見をテーブルに提示、共有する姿勢を常に持っ

ていた。また議論全体を通して、一貫して自分の意見に対する明確なスタンスを維持し、

相手の意見に対して素早く反論していた点を評価した。ただし、一部で全員のコンセンサ

スを得ていないまま先に進めようとしてしまったことなどから、テーブル全体に対して配

慮する姿勢が欠けていたように感じる。 

3位 清水 

議論全体を通して見た際に、意見提示により積極的に介入していた点、コンパリの中心と

なったアイデアを提供していた点を評価した。各所でアーギュメントに対する反論等も見

られたが、英語自体はわかりやすいものの、理論立てた説明としては荒削りなものが多く、

相手にスムーズに受け入れられるものではなかった。 

 

テーブル内順位をつける上で、上記三名、またそれ以外のメンバーとの間にもそれほど大

きな差はありませんでした。今回４th 二年生カウンターからはテーブルにいた８名全員を

キープとすることにしましたが、これに慢心せず、今後も更に高いレベルを目指して努力

を続けていって欲しいと思います。次世代を引っ張る存在として活躍していってくれるこ

とを期待しています。 

 

 

 



 

４ｔｈＣ＋テーブル総評 JUDGE篠原（明治４） 

 

Ｃ＋から 2カンをとるには４ｔｈＣ＋テーブルで１位をとることが最低条件でした。  

今回４ｔｈにはＣ＋テーブルは３つあったので、2カン候補者は 3人いたことになるわけで

すが、  

その中でも「あきらかに他のＣ＋の者たちにはない、特筆すべき能力があったかどうか」

を判断した結果、  

獨協の土田くんのみ、2カンというランクにさせていただきました。  

以下なぜ私が彼に 2カンがふさわしいと思ったかという理由です。  

 

まず土田君は二年生として理解しているべきセオリーやスキルを、全般的に高めのレベル

で身につけていました。  

それにより、自分の話だけではなく、他人の話にもコンスタントに介入し、どの議論でも

「必要な論点を提示して結論まで引っ張っていく」 という役割を担うことができていまし

た。これはほかのＣ＋のパンツと大きく異なる点の一つです。  

ただしタスクにたよりすぎて、人のアイデア、価値観を根本的に理解する前に強引にＮｅ

ｃｅｓｓｉｔｙ Ｃｕｔをすることがある点や、 他人の話をつまらないと感じると露骨に

それを顔に出す態度、  

一つの質問で終わるようなわかりきった話にも毎度わかりきったトーキングポイントを立

てるなど、  

他人の話をハンドリングする役割を担う者として大いに改善の余地はあるのは事実です。  

それでも「全ての議論に」「自分の役割を持って」結果的に議論を毎度前に進めていたこ

とは、他のＣ＋のパンツにはない功績であり、 大いに評価に値するものと考えます。  

 

2点目として私が非常に高く評価したことは、ディスの流れや残り時間を考え、かつＯｕｔ

ｃｏｍｅを最大限に考慮し、 さらにテーブル全員が参加できるディスカッションをするた

めのプロシ変更・目指すコンクル変更のＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎを打って ４ｔｈディスカッ

ションの土台を作ったこと。（ＤＡを洗い出してＳｐｉｋｅし、Ｂｅｓｔ Ｍａｎｄａｔ

ｅを作ろうというＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎでした）  

またそういった難易度の高いＳｕｇｇｅｓｔｉｏｎを、しっかりと細かいトーキングポイ

ントも立てたうえで、コンクルまでハンドリングしきったということです。  

この点は明らかにほかのパンツと比べて特筆すべき功績であり、私が彼を 2カンに推薦し

た一番の理由でもあります。  

私が見たテーブルはそれぞれのパンツがアイデアにおいてもハンドリングにおいても積極

的に発言しているいいテーブルでしたが、  



アイデアを出しても自分ひとりの力では終わらせられない、Ｃをしても情報の欠如があっ

てかぶせあいになる、Ｓをしても大まかだったり 限定的であったりして話の最後までは引

っ張れない、ということが多くありました。  

そんな中で彼は基本的に自分のアーギュは最後まで自分でやりきり、自分のしたカンファ

メを最後のカンファメにできるようコンクルをしっかりまとめ、 打ったＳｕｇｇｅｓｔｉ

ｏｎに責任を持って最後までみんなを引っ張っていけていました。  

もちろん全てが完璧なわけではなく、特にアーギュにおいては強引さが目立ちましたが、

それを差し引いても彼の「やりきる能力」「ＳのＱＬの高さ」は 非常に評価するべき点で

あると考えました。  

以上 2点が私が土田君を 2カンに推薦した理由です。  

 

ランクを与えるにあたり、土田君の４ｔｈまでのテーブルでの評価や、４ｔｈでのほかの

テーブルの様子も参考にした上で、 やはり彼はＣ＋ではなく、2カンを与えるにふさわし

いと判断しましたので、その点も併せてご了承ください。 

 


