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春の大セミナー2014	 

5th-２カンテーブル	 総評	 

 
担当ジャッジ：岡崎（UT4）・篠崎（明治 4）  

 
 
 

 
 

 
【構成】  

・岡崎（UT4）による総評：P2〜  
・篠崎（明治４）による総評：P11〜  
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〜岡崎（UT4）による総評〜  
 
■  はじめに  
	 まだまだディスカッサントを評価できるような身分ではないですが、現役の皆さんの成長の一助

となることを祈り、今回の議論に対する総評と順位の選定理由を説明させていただきます。疑問点

等あった場合は鵜呑みにはせず、必ず議論をしに来て下さい！待っています！！ 

 

■  テーブルメンバー  
	 市橋（法市２）、小原（早稲田２）、三浦（UT２）、山田（UT２）、横尾（立教２）、 
	 村山（AGU２）、柳（慶応２）、関川（AGU２）、斉藤（AGU２） 
 
■  議論の流れ  
	 以下に議論の流れを書いていく。基本テーブルでの発言を元にして書いているが、表現が拙く浸

透していなかった発言に関して、話し手の意図や議論の文脈をかなり補って書いている。そのため

その時聞いた認識と異なっている可能性もあると思われる。また話し手が無意識に根拠としている

部分も補足として入れている。 
	 このように補足を加えた理由は２点。 

①	 補足がないと議論の流れが文脈として追えない程、議論に脈絡が無かったため 
②	 ２カンテーブルの参加者に認識の統一を測ってもらいつつ、表現力・傾聴力の見直しの改善に

繋げてほしいため 

	 以上踏まえた上で読んでいただきたい。ジャッジとして第三者的に議論の外から見た限りでの理

解なので、多少解釈に誤りがあるかもしれないがご容赦いただきたい。 

 
＜議論の方向性を決める Narrowing＞ 
	 小原による「政策によって引き起こされる Advantage(AD)・Disadvantage(DA)の比較により政
策を取るべきか否かを決定しよう」という一般的な提案がなされる中、横尾による「全 AD と全

DAの比較で無い限り、1AD vs 1DAの比較による結果は、最善の状況を生み出せないのではない
か」という懸念が提示される。この時点ではあくまで提示でしかなかったのだが、周りのメンバー

がそれを提案として取り扱ったため、扱い方に食い違いが起き停滞する。結局「横尾の懸念を理解

した上で、1AD vs 1DAの比較をしよう」ということに落ち着く。 
	 三浦により、「日本国民＝日本政府により状況を改善される人々である」という認識が小原の言

う日本国民の認識と合致しているかという質問が出される。これもあくまで認識を問うだけであり、

この時点では提案ではないのだが、他パンツが過剰に警戒し、goalや effectを聞いていたためにや
や停滞する。小原が”Yes”と答えたことにより収束する。 
	 オピメとして市橋、小原、村山、横尾が立候補し、オピメのコアを聞く質問等の後小原がオピメ

として選ばれる。この時点で 30分が経過している。 
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＜小原によるオピニオン＞ 
	 小原のオピニオンは政策案こそ、「死刑囚の精神的苦痛を解消するために、死刑を廃止し終身刑

を導入するべきだ」という一般的なものであったが、その政策の是非を検証する過程にコンパリが

２回行われるという点でユニークなものであった。 

 
	 議論の構成は上図の通り。Ⅰにおいて、死刑と終身刑の精神的苦痛の比較を通じてこの政策が死

刑囚にとって救いとなるのかどうかを検証し、救いとなっていることが確認されればⅡに移り死刑

囚を除いた DAと ADの比較により政策を採るか否かを決定する、一方救いとならないことが確認
されれば、救いとなるように政策を改善する（スパイク）という構成であった。 

	 プロシに関する確認と２回の比較それぞれにおいて得られる結論の理解を統一した後、柳により

S/M の will は変化しうるのではないかという指摘がなされるが、それは will の確認を済ませてか
ら話すべきという周囲の提案により後で話すことになる。 

 
＜Problem Area〜Harm Area＞ 

	  

 
 
 

	 小原により現状の問題とその実害が上記のように提示される。周囲のパンツから死刑トピックで

見るありとあらゆる質問がなされる。以下簡単に羅列しておく。 
・	 死刑の目的は何か？ 

・	 死刑が現状の最も重い刑であるのか？ 
・	 死刑を宣告される犯罪とは何か？ 
・	 死刑は必要なのか？ 

・	 他の刑罰は必要なのか？ 

	 Problem：死刑が執行されている。 

	 Harm：死刑囚が精神的苦痛を受けている。 
	 	 精神的苦痛：死刑で死にたくない意志と死刑を受ける現実との格差 
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・	 死刑で死にたくない理由は恐怖か？ 
・	 恐怖の対象は？ 

・	 恐怖の理由は？ 
・	 救う対象に冤罪者は含むか？ 
・	 精神的苦痛を受ける期間は？ 

 
＜SOH〜Cause＞ 

 
	 

小

原により死刑囚の精神的苦痛は意志に反した状況なので深刻であるというロジックが提示され、意

志に反した状況は全て深刻であることを三浦が確認してこのロジックは立証される。Causeの確認
を済ませ NFC（日本政府がその問題に着手する必要性の検証）に入る。 

 
＜NFC＞ 
	 ×NFC（日本政府はその問題に着手するべきでないという）アイディアが三浦、関川、柳、横尾
により提示されるが、三浦は時間がかかるので自分のアイディアは最後で良いとし、関川はこのア

イディアは×NFCではなく×プラカ（政策が実行不可能）アイディアなので Solutionで話すとし、
柳は「日本国民の多数が死刑に賛成していること（終身刑については不明確）」の合意のみ取って

DAで話すとしたため、横尾のアイディアの検証に移る。 

	 横尾のアイディアは現状の「適宜選択可能な状況の最善性」を述べているが、あまり浸透してお

らず、例えばこのアイディアを「現実の日本政府の判断が正しい」と取り違えているために、「現

実の日本政府と我々の判断は同じである必要は無い」などのずれた反論が生じたりした。それ故に

停滞を招き、徐々に話がずれていってしまい、最終的に死刑のある状況と終身刑のある状況の状況

比較を行うことで妥協しようということに落ち着いたが、そこに横尾のアイディアのコアは残らな

い結果となってしまった。最後に残った三浦のアイディアは時間がないという理由から vote でス
キップされることになる。 

 
＜PLAN side＞ 
	 市橋により、残り時間（１時間強）を有効に使うために、これからやるコンパリ３つ（死刑によ

SOH：精神的苦痛は意志に反した状態なので深刻である。 
Cause：日本政府は死刑を認めている。 

横尾の×NFC 
	 現状法務大臣がその都度最善を考えて（全 ADDAの比較を行って）死刑執行するか否かを決
めている。 

➔既に最善だから現状を変える必要は無い。 
（その背景として Narrowing で横尾の話した「全 ADDA の比較の結果は１AD１DA の比較の
結果よりも必ず妥当である」という考え方が存在している。） 
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る精神的苦痛 vs終身刑による精神的苦痛、AD vs DA、死刑のある状況 vs終身刑のある状況）の
うち一つに絞ろうという提案がなされる。政策決定が目的であるという根拠により、AD vs DAを

メインにしようという提案がなされ、一時的にこれが認められる。 
	 小原の Mandate（＝死刑廃止＋終身刑導入）を確認し、Solution に移る。Solution において、
三浦により「AD を真に立証するには【死刑の精神的苦痛 ＞ 終身刑の精神的苦痛】である事の確

認が必要不可欠である」という主張がなされる。これは、小原の提示した議論構成の意図である「タ

ーゲット（死刑囚）の状況改善が出来ていなければ、ADDAの比較に意味は無い」という考え方を
最大限組んだ上での主張であった。しかし時間の問題と結論が取れない比較であることへの不安か

ら提案に乗りたくない者と三浦との間で膠着状態が続き、一時議論が停滞する。 
	 妥協案として DAを「死刑囚の終身刑による精神的苦痛」とすることで、「ADの立証」と「ADDA
の比較」の両方を同時に検証しようという提案が市橋によりなされる。これを三浦は是としたが、

最終的な判断は voting で決定するということにし、その結果三浦の主張もろとも市橋の提案は廃
されることになる。故に「死刑と終身刑の比較による ADの立証」はされず、一般的なコンパリを
行うこととなる。 

 
＜Comparison＞ 
	 DAとして市橋、村山、柳、三浦、横尾によりアイディアが提示され、voteの結果市橋のアイデ

ィアが選ばれ、反論・質問等はなく立証される。 

 
	  

 
	 小原によるコンパリアイディア 

 
	 これに対して柳・斉藤によりその比較は willが絡んでいる以上 QLに関する比較ではないかとい

う指摘がでる。これに関連して、比較側面を TG にするなら will を扱っていることと矛盾し、QL
とするなら TG の特徴を扱う Warrant と矛盾することを指摘し、いずれにしても矛盾であるとい
うことを山田が指摘した。これらに対して小原は、本来 QLというのは m/sの重さ（程度）を比較

するときのみであって、このアイディアは willの特徴しか見ていないので QLではなく TGとして
扱えると主張し、これは認められ判断基準の話は収束する。 
	 小原のアイディアの根底に「日本国民の命を守る＝生きる意志が尊重される」という関係がある

市橋の DAアイディア 
	 死刑囚の死を望む被害者遺族の精神的苦痛 

Claim) AD ＞ DA	 【TG】 

Data) ADターゲットの意志：生きたい 
	 	 	 DAターゲットの意志：死んで欲しい 
Warrant) 日本政府の役目は日本国民の命を守る事であるので命に肯定的な方の意志を

尊重するべき。 
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ことを浮き彫りにした上で、山田により「日本国民の命を守る＝willに関係ない。生きる意思が尊
重される＝willに関係ある。この２点より日本国民の命を守る≠生きる意志が尊重される」という

反論がなされる。ここで村山により、小原の“＝”は“ならば”を意味し、山田のは“等号”を意

味しているため、双方の意見は食い違っているという主張がなされるが、これはうまく浸透せず、

ここで時間切れとなる。 

 
■  議論全体へのコメント  
	 以上踏まえて、全体に対するコメントをまとめる。今回２カンテーブルの議論を見ていて感じた

課題点は次の３点である。 
Ⅰ “結論を作ること”に対する責任意識の欠如 
Ⅱ 手段であるべき“話すこと”の目的化 

Ⅲ 話の収束方法に対する意識の欠如 
順に述べていく。 

 
Ⅰ “結論を作ること”に対する責任意識の欠如 
	 我々が議論をする目的はより質の高い（質とは何なのかは各自考えていただきたい）結論を出す

ためであろう。その結論の質を担保する論拠（理由付け）は議論する過程で作られていくはずであ

る。議論のアウトプットとして求められるものは結論のみでなく、その質を保証する“結論に至っ

た過程・根拠”もあるはずである。今回２カンテーブルにおいて得られた結論・なされた決定に対

してきちんとした根拠の説明ができるであろうか？ 

	 少なくとも第三者的視点からは、議論上そのような説明にあたる論拠の模索・提示・検証は無か

った。むしろ結論への根幹をなすほとんどの論点に対して感情論や vote による決定がなされてい
た。これでは出した結論に対して、それを作った議論者は責任を持てているとは言えないのではな

いか？ 
	 注意して欲しいのは、感情論や vote の否定をしているわけではないことである。感情論や vote
で十分な場面もあれば、それらこそが真実に近づけるという場面もある。重要な事は何かの決定を

する時、最適な決定方法を選べているかということである。その意味で今回ほとんどの決定が感情

論や vote であったこと、AD の検証方法等議論の根幹に関わる決定が vote でなされたことを振り
返ると、最適な決定がなされていたとは言いがたいのでは無いだろうか？ 

	 具体例として今回の議論の局面に触れておく。PLAN sideにおける市橋と三浦の議論を受けて、
市橋が妥協案として提示した「死刑囚をターゲットとした DAを用いて ADの検証と政策の是非の
結論を出そう」という提案は、オピメの小原とそれをサポートする三浦の意見を尊重しかつ第三者

としての市橋の意見をも取り入れたものであり、意見を述べていた三浦小原も妥協として納得して

いた。この時点で他のメンバーは特に反対意見を述べておらず、この提案は最適なものと捉えられ

るべきものである。しかしこの提案は vote により、適切な論拠提示も無いまま棄却されることに

なる。何故棄却することになったのか説明できるだろうか？説明できるのであればきちんと議論の
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場に出し理解統一をはかっておくべきである。説明できないのであれば、その決定の妥当性は一切

ないということになる。この点を踏まえて再度この決定はどうあるべきだったのか考えてみて欲し

い。 

 
Ⅱ 手段であるべき“話すこと”の目的化 

	 さすが２カンテーブルだけあってメンバー全体に介入意欲が見られていたことは素晴らしかっ

た。ただその介入に方向性があまり見られなかったことが残念であった。介入はあくまで手段であ

り、その介入を通じて何をしたいのか、最終的に結論にどういった影響を残したいのかを意識して

おいて欲しい。これを意識していないと議論ではなくただの喋り合いになってしまう。顕著であっ

たのは＜Problem〜Harm＞で出された多くの質問である。非常に多くの質問がなされたが、どこ
まで議論への影響を意識できていたか考えておいて欲しい。ジャッジとして外から見ている限り、

どの質問も結局議論には活かされておらず、非常に無駄な時間となってしまっていたように感じら

れる。	  
	 ３時間という時間制約があることを考えると一人一人が自身の論のために必要な最小限の質問

に留めることは、個人にとってもテーブル全体にとっても必要なことではないだろうか？その意味

で、先見性を持って介入をすることを心がけて欲しい。 

 
Ⅲ 話の収束方法に対する意識の欠如 
	 議論の流れでも触れたが、議論の中でやるべきことの認識が食い違っていたために停滞するとい

う場面が非常に多く見受けられた。Narrowingでの停滞もその例である。意識しておいて欲しいこ

とは「話の終わらせ方」である。質問の場合は解答が示されることで話は終わる。反論の場合はそ

の論理の検証が終わることで話は終わる。検証が必要なのか理解で十分なのかきちんと耳を傾けて

掴んでおくよう心がけておいて欲しい。そして本来これを正確に掴むために goalや intentionを聞

く質問があるはずなのだが、それが形式的になされるだけできちんと機能していなかった事も振り

返っておいて欲しい。 

 
■  個人総評  
ここでは各個人の良かったとこ・ポテンシャルと課題点反省点を述べつつ、順位と２カン選定理由

を述べていく。２カンに関しては相対評価による上位３名という規定に基づいて決定した。 

 
１位（２カン）：市橋（法市２） 
	 市橋はコンスタントに他者の話に介入し、議論の停滞時にはそれを打開するための提案を行えて

いた。その内のいくつかは実際にテーブルの停滞を解くことに繋がり、あるいは議論の軸となる論

点の提示に繋がるなどテーブルへの貢献を行えていた。しかし一方で市橋の介入が停滞を引き起こ

すケースも見受けられた。それは主に、市橋の持つスキルとそれを発揮したタイミングの不一致に

より起きている。自身のスキルや型を見直し、それが必要とされる場面はどんな時なのかを再度見
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極めておいて欲しい。 
	 順位に関しては、今回のテーブルの中で唯一テーブルへの貢献を行えていたため、１位とした。

ただし、先にも触れたが市橋のスキルが貢献に繋がるかは確率的な要素が大きい。今後は自身の介

入が確実に貢献に繋がるようにするために、より一層自身の役割と発揮すべきタイミングの認識を

深めて欲しい。 

 
２位（２カン）：小原（早稲田２） 
	 小原はオピニオンプレゼンターとして、死刑問題の意見を提示するのみでなく、比較を２回行う

議論構成を提案し、より本質的な結論を得ようとしテーブルへの貢献意識が確認できた。しかしそ

の意義はテーブルに浸透しておらず、また２回の比較を行うためにテーブルを動かすといった介入

もあまり見られず、実質的な貢献ができていたとは言い難い。 

	 順位に関して、独自の考えに基づいて議論の土台を提示していた貢献意識を評価したが、実現で

きていなかったという点で貢献とは程遠いため１位の市橋に劣るとし２位とした。単発の発言で終

わることなく議論の流れを作っていくにはどうすればよいかを意識してみて欲しい。 

 
３位（２カン）：三浦（UT２） 
	 小原の提案した議論構成の本質を理解し、空虚な結論にならないように議論を立て直そうとした

姿勢は貢献意識として評価できる。但し重要な局面で vote に委ねてしまった点や、反感のより少
ない決定に妥協してしまっていた点は非常に残念であった。自身の意見を提示するところで止まり

がちで、その後の合意を形成する方法が確立していないと感じられる。 

	 順位に関して、貢献意識は評価できるが、結局三浦のやろうとしたことはテーブルに残らなかっ

たために、小原と同じく貢献には至れていない。また自身のアイディアを感情論で放棄してしまう

など論理性に欠ける部分が見られたため３位とした。今後自身の意見から合意を形成するためには

何が必要なのかを検討してみて欲しい。 

 
４位：山田（UT２） 

	 局所的ではあるがロジカルな意見提示を行っていた。ロジカルな思考に関してこのテーブルでは

最も優れていたが、相手の意見の一部に対するミクロな指摘であったことや、相手の発言の言葉尻

を捉えた反論になりがちであった点で議論全体への影響が小さくなりがちであった。 

	 順位に関して、山田の介入は議論全体に対する影響というより、他の人の誤りを指摘する事に焦

点が置かれ、その点で議論への貢献意識は上位３名に劣るとし４位とした。自身の発想に至った段

階でそこに焦点を合わせるのではなく、ワンクッション置いて、結論に対する視点・テーブルから

見た視点を踏まえてから発言することを意識してみると良いのではないだろうか？ 

 
５位：横尾（立教２） 

	 全体的に介入をしており、特に NFC でのアーギュメントは独自性が高く、また論としての完成
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度も高かった。しかしそのプレゼンや説得はきちんと浸透しておらず、反論や提案に対する対応も

説明の繰り返しや感情論が多く見受けられ、論理的な対応では無かった。そのため自身の論を深く

理解し使いこなすという事は出来ていなかったのではないかと感じられる。 
	 順位に関して、自身の論を提示し新しい側面から議論を見直そうとした点は貢献意識として評価

できるが、自身の論をきちんと使いこなせているかに関して上位４名との差が見られたため５位と

した。自身の論に懐疑をかけ続けることでより自身の論が浮き彫りになり、自身の論の論理構造が

把握し使いこなせるようになると思う。 

 
６位：村山（AGU２） 
	 食い違いによる停滞を解消するために、中立的な立場から双方の話の整理を行う事は今回のテー

ブルで最も必要な役割であり、村山が唯一それに挑戦していた（小原に対する山田の反論がミート

してない事の指摘など）。しかし浸透しなかったこと、求心力が足りなかった事からテーブルへの

影響を残せなかった事が残念である。 
	 順位に関して、貢献意識は評価できるが自身の論の提示が無かったことから上位５名に劣るとし

６位とした。今回のテーブルであれば村山の整理がきちんと影響を持てば貢献として評価でき、順

位は大きく変わった可能性もあった。今後は論を俯瞰できる視点をどう活かせるかを考えてみて欲

しい。 

 
７位：柳（慶応２） 
	 独自の視点を持っており、ディス界のありきたりな考えから逸脱している点は素晴らしい。しか

し、その視点や意見が提示されるタイミングに議論の流れを無視する傾向が見受けられた。議論の

文脈を意識して、その文脈に沿ったタイミングで出すこと、そのようなタイミングがない場合は文

脈を自分で作り出すことを意識して欲しい。 

	 順位に関して、議論の文脈に依らずやや独走気味であり、共同作業への意識が足りなかったとい

う点で上位６名に劣るとして７位とした。自身の独自の視点を大切にしつつ、その視点を議論の流

れ、他者との関係の中でいかに落とし込むかを考えておいて欲しい。 

 
８位：関川（AGU２） 
	 自身の意見を持っていることは察することが出来たが、メンバーの時間のためにアイディアの提

示を断念するなど、周囲への同調意識が強すぎるのではないかと感じられた。Sol でのアーギュメ
ントを提示すらせずに棄却してしまったことなどが非常に残念である。テーブルをより良くするた

めに自身の介入を控えるという姿勢は議論における個人の価値を否定することにならないだろう

か？ 
	 順位に関して、上記の通り自身の介入自体に対して否定的であり貢献意識があるとは言えなかっ

たため、上位７名に劣るとし８位とした。どんなテーブルにおいても自身の価値を信じ、テーブル

に提示していって欲しい。 
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９位：斉藤（AGU２） 

	 介入しようとする姿勢は評価できるが、自身の意見提示がほとんど見られず、周囲のメンバーの

発言をなぞる事が主であり貢献意識があまり見られなかったことは残念であった。非常に限定的で

はあったが、時折浸透を高められそうな質の高いカンファメを行っていたが、テーブルメンバーの

注目を集められておらず、テーブルへの発言となっていなかった。また本人もそれで良しとしてし

まっているようにも見受けられた。 
	 順位に関して、上記の通りテーブルに自身の発言を残す意識が見られなかったため、貢献意識が

あるとは言えないことから上位７名に劣るとし、関川との介入量の差によってこの順位とした。議

論の中において最初の一人になる事を恐れず自身の価値を提示し続けて欲しい。 

 

■最後に  
	 まずここまで長い総評を読んでくれた皆様ありがとうございます。今後の成長につながるヒント

となっていたら幸いです。ここに書かれている事は僕個人の考え方に基づく部分も多いです、鵜呑

みにせず疑問・異論があったら議論しましょう！ 
	 次に、２カンテーブルの皆さん春セミお疲れ様でした！２カンテーブルまで来たことに自信を持

つと同時に、常に自身に懐疑をかけ続けることを忘れずにこれからも頑張ってください。君たちは

他の２年生に比べてある意味で強みを持っていることになります。ただし、その強み一本で乗り切

れるほどディスカッションは甘くないです。その一本を磨きさらに新しい強みを創り、成長し続け

ていくことを期待しています！応援しています！頑張れ！！ 

 
東京大学４年 岡崎 幹 

mail:mikity.okazaki@gmail.com 
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〜篠崎（明治 4）による総評〜  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                       文責	 篠崎修平（明治４） 

 

１．全体の大まかな流れ 

２．議論に対するコメント 

３．個人総評 

４．最後に 

 

＜テーブルメンバー＞ 

市橋（法市）小原（WESA）三浦（UT）山田（UT）横尾（立教）柳（慶応） 

村山（AGU）関川（AGU）斎藤（AGU） 

 

１．全体の流れ 

＜Narrow> 

Narrowingにおける横尾の ALL	 ADと ALL	 DAでコンパリするのか、１ADと１DAでコンパリす

るのかという問いかけから始まった。横尾は、ALLの方が goodコンクルを得ることができると主張し

たが、市橋のインテの Qや goodは曖昧だから unclearという doubtを横尾は受け入れ、終息した。ま

た、三浦が JNの定義に関する主張をしたが、shareするにとどまった。 

 

<OP決め＞ 

通常オピシの市橋、２回コンパリをする（ALIS	 vs DP、AD vs DA）オピシの小原、 

PPS	 of Puniをコアにあげる村山、NFC SOLカットオピシの横尾が立候補したが、投票の結果小原が

OPを務めることとなった。 

 

＜ASQ＞ 

小原のオピシ理解から始まり、横尾の PPS of Puni の Q、TGの def詰め、村山の TGを選んだ理由の

Qなどを経て、静かに ASQは終息した。 

 

＜NFC＞ 

三浦、関川、柳、横尾らがアイディアを持っており、村山の提案により、先にインテを確認することに

なった。ALL	 CUT	 のアイディアである横尾のアイディアの検証から始まる。 

概要としては、JG はすでに DP 関して、意思決定を行っており、この問題に触れるべきではないとい

うものであった。市橋、関川、柳の発言により、法務大臣つまり RJG の意思決定という事がわかり、

市橋による RJGと JG（US）は関連性がない、なぜ RJGに従う必要があるのかという doubtが展開さ

れた。これに対して横尾は best コンクルであると応戦した。しかし三浦、村山による bestというため

にはコンパリが必要との発言を受け、横尾自らがコンクルの後に行うことの条件を提示し、受け入れら
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れた。 

その後、時間を考慮した市橋が、小原のコンパリが２回あるオピシを受けて、コンクルを一つにしよう

という提案がなされる。三浦が意見を述べるものの、テーブルに浸透することなく、市橋の提案が受け

入れられ、通常のコンパリをコンクルになることとなった。 

 

＜APA＞ 

SOLにおいて、三浦の DPと ALISの優位性に関する議論が展開される。斎藤が ALL	 CUTのアイデ

ィアなら検証しようと提案するが、三浦のアイディアが続いた。CC が DA になった際の懸念を三浦は

主張するが、市橋の CC が DA になるか分からないとの主張がなされ、結局 NFC の市橋の提案を再投

票するに至り、議論がそのまま継続された。 

 

＜DA＞ 

市橋、村山、柳、三浦が DAのアイディアを提示し、VFが TGである市橋の DAが選出された。 

 

＜コンパリ＞ 

小原による AD＞DAのアイディアが提示された。概要として、ADは will to live DAは will to killで

あり、JGは JNの生命を重視すべきであるため ADが優先されるというものである。小原は、当初 QL

として提示していたが、TGにすべきという意見が出されデータを変えるという結論に至った。その後、

山田の反論の検証途中で３時間が終了した。 

 

２．局面に対するコメント 

＜NFC＞ 

多くの人が、アイディアを持っており時間を考慮すると先にインテを確認して、先に進めたいという気

持ちは共感できる点もある。しかし、個人的にはそのような NFCの存在意義に疑問を感じる。NFCと

は、現状に触れるべきかどうかを議論するべきであり、コンセをとる場所ではない。そもそも、ロジッ

クにアタックしていない時点で、検証する必要性はないのである。感情的にコンセを採りたいと思うの

は、理解できるが、ディスカッションはなれ合いの場ではなく、議論の場であるので、感情面を過度に

介入させず、必要性という面で判断すべきではないかと感じた。また、市橋のコンクルを絞ろうという

提案は、評価されるべきだとは思うが、そもそも OPを選んだ時点、ナローを終えた時点でコンクルは

決定されているのではないだろうか。それを、再度投票することは、OP 決め、ひいてはナローと同じ

ことをやっていると感じる。この場合、Votingではなく OPに返す方が良かったのではないか。ディス

カッションは OPの考えを検証するとナローで決めており、言ってしまえば関連性がない限り、その他

のアイディアの検証は必要ないのである。OP決めの際から、OPのコアを正しく理解し、必要な情報だ

けを浸透させることを忘れてはいけないと感じた。 
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３．個人総評 

１位	 市橋（法市） 

停滞する議論の中で、テーブルの進行度に貢献したと考え、１位に選定するに至った。実質市橋の提案

がなければ、コンパリまでたどり着けなかったと推定できる。しかし、進行度において、Votingに頼り

過ぎてしまったことは否めない。Votingは最後の手段であり、複数のテーブルメンバーの意見を無視し

てしまう。本当に、Votingしか選択肢がなかったのか再考してもらいたい。今後に当たって、すべての

人のニーズをくんでハンドリングすることを心掛けてほしい。また、議論を深さという面においては、

貢献は少なかったことも触れておきたい。しかし、基礎的なスキルは光るものがあったので、今後に期

待することは大きい。 

 

２位小原（WESA） 

テーブルを前に進めようとする意志を持ち、OP として AD 立論という役割を果たしたことを評価し、

２位に選定するに至った。しかし、AD 立論に関して、必ずしも個人の力だけでは果たせなかったこと

に触れておきたい。介入も限定的であり、OP としての役割を完全にはたしたとは言い難い。しかし、

主張が一貫しており、考え方も非常にいいものを持っているため、今後はハンドリング力を高め、自ら

がテーブルを進められるようになってほしい。 

 

３位三浦（UT） 

テーブルが前へ前へとなっている中で、終始議論する姿勢を忘れず、自分のアイディアを出していたこ

とを評価し、３位に選出するに至った。アイディアは、非常にいいものであったが、テーブルのニーズ

に合っていなかったことは。否めない。また、アイディアを出しても、ひとり言のような印象を受け、

アイディアをテーブルに落とす、自分のアイディアをハンドリングするということをしていなかったこ

とが悔やまれる。しかし、アイディア自体は非常にいいものであったため、今後はそれをいかし、自分

のアイディアがどうテーブルに影響するのか、なぜ必要なのかを意識し、ハンドリング力を高めていっ

てほしい。 

 

４位山田（UT） 

介入が非常に限定的ではあったが、一つ一つの発言がコンクルに大きな影響を与えるもので合ったこと

を評価し４位に選定した。自分が言いたいことはしっかり持っていると思われたため、このようながつ

がつしたテーブルでも、臆せず自分の主張をしていってほしいと思う。 

 

５位横尾（立教） 

介入量は多かったがテーブルにとってメリットの少ない介入が多かったと判断し、この順位に至った。

また、発現の RSN が感情的なものが多く、議論として感情論をなくすことが、必要だと思われる。介

入しても必要ないと判断したら、すぐオミットすると言った姿勢も見せていたことも悔やまれる。しか

し、基本的なスキルは、ほぼできていると思うので、以上の点を改善したら、非常にいいものを持って
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いるため、今後に期待したい。 

 

６位村山（AGU） 

介入量では横尾に劣り、質では山田に劣っていたためこの順位に選定した。しかし、物おじせず発言し

ていたことは、評価できる。また、理解の、相違なども見られた。今後は、アッセンに向け、プレゼン

を改善し、介入量をさらに増やしていってほしい。 

 

７位柳（慶応） 

介入が安定せず、人の話に介入しても、影響を与えられなかったことで、７位に選定した。 

また、介入しても自分の理解と現在の話が違う事があったので、アサンプションを多用しすぎないよう

に、注意してもらいたい。今後、ディスを知っていくにつれ、まだまだ伸びていくと思うので、今後に

期待したい。 

 

８位関川（AGU） 

介入が限定的で、実のある発言が少なかったため 8 位に選定した。介入の仕方が、チャートを使わず、

とても雑な印象を受けた。チャートを必ず使えとは言わないが、自分の発言に RSN を付け、現在の議

論との関連性を持たせることで改善できると思うので、今後改善を期待したい。 

 

９位斎藤（AGU） 

9人のなかで、介入量が最も少なかったことが影響し 9位に至った。しかし、時折みせるチャートの質

は、光るものが合ったため、今後はそれを活かして、介入量を増やしていってほしい。 

 

４．最後に 

僕にとっては、初めての２カンテーブルで、２年生たちがとても一生けん命に、議論に取り組んでいる

姿をみて、嬉しさを覚えました。しかし、肝心の議論は、あまり褒められるものではなかったとおもい

ます。市橋の提案によりテーブルは進んだが、それまでの話は、全く生かされないままでした。議論を

一本の線としてとらえて、すべての話をコンクルに結び付ける意識を個人的に持ってほしいと思います。

また、議論上、感情的な要素が多く、論理的な要素が少なかったことも触れておきたいです。先ほど言

った通り、議論を一本の線にとらえるなら、感情をベースにしたら、ほぼ不可能です。だからこそ、誰

もが大体共通の認識をもつ論理をベースにしてもらいたいと思います。 

しかし、２年生として、３年生に負けないようなところもありました。アッセンでは、より競争という

面が強くなります、原則として甲には１位しか上がれません。なので、1 位を採るという強い思いをも

って、今後頑張っていってください。君たちには、とてもポテンシャルがあり、期待しているので、自

信を持って大丈夫です。なにかあったら連絡ください。これからの君たちの活躍を期待しています。 

 

明治大学	 篠崎修平 


