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〜石澤（AGU4）による総評〜  
 

青山学院大学４年 

石澤	 萌 

 

メンバー：浅利（早稲田３）、因幡（UT３）、小笠原（明治３）、松井（明治３）、平山（青学３）、

服部（青学３）	 計６名 

１、議論全体の流れ 

	 浅利がナローイングプレゼンターをし、その後オピニオンプレゼンター決めでは浅利、

因幡、小笠原、平山の４人が立候補するが投票で浅利に決定。犯罪抑止力という観点から、

死刑と拷問のどちらが極刑にふさわしいかという議論を展開させていく。比較を主とした

プロシージャーなので定義付けのあと死刑と拷問を比較する第一のコンパリソンを行う。 

	 まずは小笠原が「刑を受ける回数が多い拷問のほうが辛い（拷問＞死刑）」というアイデ

ィアを出す。それに対して松井は「回数が多ければ慣れてしまうので、回数の少ないほう

が辛い」と反論したが、浅利のサジェスチョンで小笠原のと論点を分け順番に検証するこ

とになる。小笠原のアイディアには質問も反論もなくすんなり立証されたため松井のアイ

ディアに移る。 

	 松井の検証では、小笠原のハンドリングや浅利のカンファメーションや質問から松井に

とっての核は経験（experience）だということが分かり、経験の有無と慣れの関係性が論点

の中心になる。服部が関係性に対して「経験が多いほうが精神的苦痛は保たれる、もしく

は上昇する」という反論を出し、春セミ等の例を使い説明。始めはアイディアが理解され

なかったものの、平山のカンファメーションに寄って論点整理が行われ、「経験によって精

神的苦痛が軽減される」という松井のアイディアとその逆である服部のアイディアはどち

らも認められて相殺される。その後、平山のハンドリングで「経験がなければ精神的苦痛

は軽減されない」ことを松井が証明することとなり、論点は移行する。しかし、経験とは

何か、精神的苦痛の軽減にはどのような要素が必要なのか等の疑問や平山の反論もあり議

論は一時混乱する。だが、因幡の「経験のあることと精神的苦痛の増減の関係性がわから

ないのならば、同じように経験のないこととその関係性も分からない」という意見によっ

て、松井がアイディアを立論することは不可能となり話は終わった。 

	 休憩をはさみ浅利の「死に直面する死刑のほうが深刻だ」というアイディアに移行する。

しかし、質問に寄って引き出された言葉が経験（experience）と松井と同様だったため混乱

が起こる。因幡のカンファメーションと意見提示の結果、浅利は「命が失われるかどうか」
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にロジックの内容を変更して立証し直そうとするが、因幡の反論によって相殺されプライ

オリティは立たなかった。浅利のアイディアの検証後は松井や服部がアイディア立論を試

みるも失敗し、設定した時間になったため第一コンパリソンは終了。死刑を廃止し拷問を

導入する結論を得た。 

	 簡単な政策の説明と、ソリューションの話を第二コンパリソンで話すことの同意をとっ

た後第二コンパリソンに突入。まず浅利が TGにおいて「罪を犯した人よりそうでない人を

救うべき（AD＞DA）」アイディアを提示。それに対し因幡が「罪を犯した人は劣悪な環境

などの社会的要因から犯罪者になったため、犯罪者のほうがかわいそう」という反論をす

る。しかし、それは大半といえど全員の犯罪者に当てはまらないこと、そして浅利の「TG

コンパリソンに当てはまらないアイディアである」という指摘から因幡のアイディアを立

論することは困難となり、浅利のアイディアのみ立証される。 

	 浅利により QTで AD＞DAだということの共通見解がとれた後、松井の「日本政府が精

神的苦痛を思い出させているほうが深刻（DA＞AD）」というアイディアの検証に移る。だ

が、AD,DA双方の状況や頻度、方法論の理解に苦しんだり、平山が反論を試みるが松井の

アイディアと合致しないなどの混乱が起きる。しかし浅利や小笠原のアシストもあり、

終的に立論される。第二コンパリソンの 後ではそれぞれのプライオリティの中で 重要

なものを決める議論がなされようとしだが、思うようにいかず、時間がきたため投票でそ

れを決めることとなり not taking planという結論になった。 

	 	  

２、コメント 

	 4thエキシビションだと実感させられるように多彩なアイディアと様々な観点からの反

論が出て、更に雰囲気もお互いを尊重するようなものでとても良いテーブルだったと思う。

気になった点だけ述べさせてもらうと、①effect comparisonの罠②TGコンパリで比べる

もの	 の２つがある。 

①	 effect comparison 

このテーブルでやったような、制度などの対象物のもつ影響力について比べよう、と

いうのが effect comparisonであるが、このコンパリは多くのアイディアが見られる

分、その１つ１つはふわふわとしていて立ちづらい（または相殺されやすい）アイデ

ィアが多いものだと感じる。「何について比べるのか」という部分が通常のコンパリ

よりも限られていないので”可能性”の面では否定できない話が多いからだ。個人的に

は effect comparisonは楽しくて好きなのだが、行う際は「何に対し」「どんなことを」

比べているのか、また、「その立証にどんな要素が必要なのか」をアイディアの検証

過程で瞬時に判断しハンドリングしてほしいのだ。Effect comparisonはハンドリン
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グ能力が命であり、それが欠けているよ費用対効果の薄い議論（＝時間かけて検証し

たのに結局オフセット）になってしまう可能性が高い。今回、4thエキシビ候補では

能力の高い人の集まったテーブルだったので概ね心配なかったが、一部には観点の欠

落が若干見られたため、この経験を活かしてアッセンブリーまで成長してほしいと思

う。 

②	 TGコンパリ 

因幡の「犯罪者はかわいそう」という意見に対し、浅利は「TGコンパリの範疇外だ」

と言っていたが、私個人としてもその通りであるように思った。TGコンパリとは TG

の特徴を比べるものだが、問題は”TGの特徴”はどこまで及ぶのか、である。個人的

には”時間軸上で TGであると定められた期間の間、その人がもつ特徴”だと考えてい

る。今回はおそらく極刑宣告されてから死ぬまでの間なので、死刑囚のそれまでの生

き様（background）は適用外だと考えている。コンパリソンには明確な taskが無い、

共有されていないぶん、どんなアイディアを話せてどんなアイディアを話せないのか

が論点になる場合がある。そうした時に、自分なりの taskとそれを裏付ける論拠の

提示ができた者が優先される可能性が高いので、今回を機にコンパリソンの各クライ

テリアについて考えなおし taskの再構築を行うもいいかもしれない。 

 

３、順位と選定理由 

１位	 浅利（早稲田３） 

	 ニュープロシージャーによってテーブルの土台を作りあげたとともに、他者の話に対し

論点整理や様々な観点からの指摘等を行ってテーブルを引っ張る存在であったため１位に

選出した。 

 

２位	 因幡（UT３） 

	 議論が停滞した時、新しい観点から介入、論点を指摘して議論を進めていたと判断し２

位とした。しかし、論点をテーブルに提示するのみになってその後はテーブルや相手にま

かせている面も見られたため、自分の発言に責任を持つようにしてアッセンブリーに臨ん

でほしい。 

 

３位	 小笠原（明治３） 

	 アイディアを出しつつ適宜カンファメ・ハンドリングを行い論点整理に貢献したとして

３位とした。しかし、上位２人に比べるとアイディアの量が少なかったり、推進力や求心

力に欠けていると感じた。カンファメーションだけで終わったり周囲を巻き込めない場面
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もあったので、そこを改善してアッセンブリーでは活躍して欲しい。 

 

４位	 松井（明治３） 

	 アイディアの求められるテーブルで積極的にアイディアを出していたが、１つ１つのア

イディアは他者の手助けがなければ話すことができなかったと判断したため４位とした。

各局面で聞かれたことを答えるだけではなく、どうしたら立論までこぎつけることができ

るかを柔軟に考えテーブルに提示できるようになって欲しい。 

 

５位	 平山（青学３） 

	 論点整理や意見提示などを行っていたが、上位４名と比べると介入量が少なかったこと、

発言の質にばらつきがあったと判断したため５位とした。時には論点の土台となり得る発

言もあったので、１つ１つの発言の質を高めることに気を配り、残り３ヶ月弱頑張って欲

しい。 

 

６位	 服部（青学３） 

	 意見提示等を行っていたものの圧倒的に介入量が少なく、そのアイディアも一発では浸

透しなかったため６位とした。流れのはやく強く論理性の求められるテーブルでどのよう

に介入するべきか、この経験を活かして考えていってほしい。 

 

 

★最後に  

   みなさん春蝉おつかれさまでした！4thエキシビションなだけあってとてもアイディアも

多く楽しいテーブルで、ジャッジすることが出来て光栄でした(*ﾟ∀ﾟ)しかし、アイディア

の質という部分では改善点の思い浮かぶひともいるんじゃないかな？と思うので、悔しい

思いをした人もそうじゃない人も、最後のチャンスの斡旋で最高の discussion ができるよ

うにがんばってください！応援してます！  
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〜岡崎（UT4）による総評〜  
 

東京大学４年 岡崎 幹 

 

■  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コメントをさせていただきます。石澤西園の

総評の内容を考慮し、議論全体に対する総評を中心に残していきます。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！！ 

 

■  議論へのコメント  
	 4thにおける 上位テーブルであるという評価に見合い、メンバー全員が建設的な姿勢で

議論をしていたことは見ていて非常に心地よかった。 

その建設性が保たれた要因は次の２点である。 

 
１）各々が他メンバーに対する敬意を持ち尊重しあっていたこと 

自分一人では出来ないことがあることを認識し、それを他者が補ってくれる可能性を活

かそうとする姿勢を各人が持っていた。故に他者の意見に耳を傾け、その中から良い物

を模索することができていた。 

２）議論の目的を意識した判断を各自が下せていたこと 
自身が勝てるようなオピメを選んだり Answerをしたりするといった個人合理的な判断
はほとんど見られず、議論する価値や正しさといった全体合理的な軸を各自が持ち、そ

れに基づいて判断を下すことができていた。 

 
	 以上の事を意識的に行えていたのかまでは分からないが、皆経験則的にこれらが大事であ

ることを感じていたと見受けられる。この経験的知識を感覚のままにせず言語化するなりし

て、意識下に置いておくことで、今後のディスやディス界外での議論・共同作業などにおい

て恒常的に建設性を発揮することが出来るだろう。 

 
	 また一方で実際に建設的な議論を達成できていたかと言えば、各自自覚しているだろうが、

まだ課題があると言わざるを得ない。その点で今後の成長のヒントになればと思い、いくつ

かコメントを残していく。 
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Ⅰ 上位テーブルだからこそ丁寧な共有を！ 

	 今回のテーブルにおいて深刻ではなかったとはいえ、認識のズレによる議論の停滞が生じ

ていたが、そのほとんどは過剰に簡潔な説明による情報不足によって引き起こされている。

各人の表現力に問題があるというよりは上位テーブルという環境に問題があると考えられる

ので少し述べておく。 

 
①相手の理解力に対する信頼が、自身の表現の質を下げてしまう可能性 

	 上位テーブルでは一般的に進行スピードが早い傾向がある。そしてこの早さは上位のディ

スカッサント程心地よく感じるものでもある。それ故に冗長になることを過剰に避けようと

する空気が生まれることが多い。また 4thにおける 上位のテーブルであり、他メンバーの

理解力に対する信頼もあるだろう。以上２つの理由から上位テーブルでは説明が必要以上に

簡素化される傾向がある。 
	 今回のテーブルにおいても相手の理解した様子を見て自身の説明を省略してしまっている

ケースが多少なりとも見受けられた。そしてその時省略した部分に対して認識の相違が生ま

れ議論の停滞を生んでいた。上位のテーブルによく見受けられることではあるが、これは非

常にもったいないことである。生産的な議論をする能力の高い人達が集まっているからこそ、

無駄を無くすために、説明を省くのではなく、説明すべきことは全て説明するよう心がけて

欲しい。 

 
②自身の理解力に対する過信が、傾聴力を下げてしまう可能性 
	 また説明をする側だけの意識だけでなく、聞く側の意識も重要である。確かにこのテーブ

ルまで来ていれば、相手の発言の一部から考えていることの予測を行える“頭の良さ”はあ

るだろう。怖いのはそこで“理解”を示してしまい、上記①の省略が起きてしまうことであ

る。このような状況を起こさないためにも、相手に説明させきるような工夫が必要になるの

ではないか。 

	  
Ⅱ	 議論全体における論理的整合性に対する意識の欠如 
	 今回のテーブルでは一つのアイディア（点のイメージ）に対する検証意識は高いものの、

文脈とアイディアの関係性、論点と論点の関係性、議論構造など（点を結ぶ線のイメージ）

に対する検証意識が足りなかったように感じられる。そのため論自体は正確でも論と論の繋

がりが不安定なため議論全体が不安定になってしまっていると感じられた。以下具体的に議

論の中身に触れつつ説明していく。 

 
①比較における目的と比較内容の整合性の検証 
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	 一つ目の比較において検証したいことは「死刑と拷問の苦しさを比べ抑止力の大きい方は

どちらか」という論点であったが、一方で実際に比較した内容はより具体的な「死刑と鞭打

ち刑の苦しさ」であった。この比較内容、つまり“鞭打ち”の性質を用いて“拷問”の評価

を下して良いのだろうか？ 

	 もともとの拷問の定義は「苦痛を与えること」であり、死刑の定義とは「命を奪うこと」

である。これらの精神的苦痛を比較するという論点は、今回２つの解釈が考えられる。 
	 ①死刑一般 vs 拷問一般：抽象的なレベルで死と苦痛を比較する。 

	 ②絞首刑 vs 鞭打ち刑：具体的なレベルで絞首と鞭打ちを比較する。 
もし①を意味する場合、今回定義された“鞭打ち”特有の性質を用いた比較のアイディアは、

拷問一般を評価する①の論点に対して整合性を持たない可能性がある。故に検証したい論点

と比較内容に乖離が生じる可能性があるということになる。 
	 初めから②を意味していた場合、論点と比較内容との乖離は無いことになるが、それなら

ば拷問との比較であるとは言いがたく、「死刑と拷問の比較」という論点の表現が不適当であ

ると言える。 
	 いずれにしろ今回問題なのは①なのか②なのかが不明確なままで議論が進んでいたことで

ある。 終的に比較の結果は鞭打ちの方が、抑止力があるとなったが、これは鞭打ちのみの

事を言っているのであろうか、それとも拷問一般についても言っているのであろうか。また

本来どちらを検証するべきなのであろうか。再度振り返って考えてみて欲しい。 

 
②抑止力と精神的苦痛の関係性が不明瞭 
	 「精神的苦痛の大きい方が、抑止力が強い」という論理が今回の議論構成の根幹にあるが、

この論理の検証は特になされずに議論は進んだ。しかしこのロジックの検証ステップはなく

てよいのであろうか？ 
	 今回の文脈に沿えば、抑止力の定義は「刑罰に対して事前に持つ恐怖」である。一般的に

精神的苦痛とはその刑罰を受けている時点での苦痛である。だとすれば刑罰時点の苦痛が大

きいからと言っても、事前の恐怖が大きいことにはならない可能性がある。この点を無視し

てしまうと今回得た精神的苦痛のより大きい拷問が、必ずしも大きい抑止力を持つかは不明

確という結論になってしまいかねない。この点の検証がどうあるべきなのか再度振り返って

考えてみて欲しい。 

 
	 以上２つの場面を用いて説明したように、議論全体を俯瞰した上で必要な論点・不要な論

点を洗い出し、議論を全体的に再構成して論理的整合性を保つという視点が今回のテーブル

ではややおろそかになっていたと思われる。独自性の高い議論構造を用いる時こそこのよう

な視点を忘れないように心がけて欲しい。 
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■  個人総評  
１位	 浅利（早稲田３）	 

	 議論の土台を作り、その上で自身の考えだけでなく、広く他メンバーの意見を取り込

めるよう配慮しながら柔軟に議論を進めていたことは非常に高く評価できる。しかし一

方で独自の議論構造を提示したにも関わらず、その背景にあるべき自身のアイディアが

あまり提示されなかったことでふわふわした議論になってしまってもいた。今後議論構

造を作る時、はじめから固めておくべき範囲と、自由に定義して良い範囲をきちんと線

引きするにはどう考えればいいかを意識して欲しい。	 

	 

２位	 因幡（UT３）	 

	 常に懐疑心を持って議論に臨み、かつその視点は説得力が高く多くの場合議論の収束

に繋がっており、代替のきかない役割を担っていた。その一方で、自分で話を終わらせ

るということに難があると見受けられた。議事進行力というよりも表現力の問題である

と感じられる。自身の論と相手の論の関係性を示すことで、自身の論の理解だけでなく

次の方向性まで示唆させるようなプレゼンを意識してみるとよいのではないだろうか。	 

	 

３位	 小笠原（明治３）	 

	 自力で議論構造を把握して論点整理を行うのみでなく、自力で構造化出来なくても他

者の力を借りることで協力して議論の構造を掴み論点整理をしていた点は素晴らしい。

但しその構造化がやや煩雑であったりすることが多く、かえってテーブルが抵抗感を持

ってしまったことが課題であると思われる。今後は論点を掴んだ後、その中で無駄な部

分をそぎ落としよりシンプルな構造として見せることで、テーブルをより巻き込むこと

を意識して欲しい。	 

	 

４位	 松井（明治３）	 

	 提示された意見は独自性があり、また論理的にもしっかりしており評価できる。しか

しテーブルの話が複雑であるときや、やや高度・難解な話になっている時に介入の糸口

を見出だせないでいる傾向があることが惜しい。自分が分からない時にどうアプローチ

をすれば、自身の理解を補いつつテーブルに貢献できるかを考えてみて欲しい。これは

経験して体得するしか無いと思われるので、今後そのような状況になった時はチャンス

と思って積極的に介入して欲しい。	 

	 

５位	 平山（青学３）	 
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	 論点整理では光るものがあり、ポテンシャルは高いと評価できるが、議論において影

響を残すとこまで至れないことが多く見受けられる。その原因は介入のタイミングがテ

ーブルのリズムと合っていないことであろう。テーブルが見ているものを常に把握し、

そこへの集中が弱まるタイミングを掴めると一気に影響力が上がると思われる。	 

	 

６位	 服部（青学３）	 

	 提示していた意見自体は悪くなかったが、議論の流れに反しているものが多く、結果

ほとんどが浸透しなかったと思われる。新しい視点を盛り込む時は、相手の視点を今見

ているものから外させる必要がある。そのためにどのように介入すればよいかを考えて

みて欲しい。	 

  

■  おわりに  
	 まずここまで読んでくださった皆さん有難うございます。自分たちが目指している“上”

がどのような議論を行っているのか、どこが優れているのか、またどこが課題なのかをこの

総評から掴んでもらえていれば幸いです。そして自分たちの目指す“上”が本当に目指すべ

きなのかをきちんと自分で判断し、自分なりの“上”を持ってこれからも頑張ってください。	 

	 後に 4th エキシビションテーブルの皆さん春セミお疲れ様でした。4th でこのテーブル

まで来るのは簡単なことでは無いです。自信を持って下さい。一方でここまで来た君たちは

周囲が目指す存在になったと言う事も出来ます。その自覚と責任を持ってこれからのディス

カッションに臨んで欲しいと思います。間違ったことをするなとか失敗するなという意味で

はないので、変に気負わないでください。慢心せず常に自分に真摯に向き合いながら挑戦し

続けていくことが大事です。期待しています！頑張ってください！	 

	 

東京大学４年 岡崎 幹 
mail:mikity.okazaki@gmail.com 
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〜西園（明治 4）による総評〜  
	 

文責	 明治大学４年	 西園太久磨	 

	 

＜個人総評＞ 

１位	 浅利（早稲田大学３年） 

新しいプロシージャーを提示して結論まで導いた点、また３時間のうち出てきた全てのアイディアに対し

て自分の意見を発信し、そのほとんどを他のテーブルメンバーに納得させていた点を考慮し、 もテーブ

ルへの貢献度が高いと判断したため１位に選定した。 

５th エキシビションテーブルへと送り出すためには、申し分のないパフォーマンスだったと言える。し

かし、今回の「死刑 VS拷問」という論点は、何となく選ばれ、その場で議論が進行していったが、なぜ

浅利がその論点を重要としており、その際に拷問を選んだのかということが見えてこなかった。常に自身

の深めたい論点の重要性を感じさせ、それをベースに進度と深度の両側面で貢献できるようになってほし

いと思う。 

 

 

２位	 因幡（東京大学３年） 

テーブルメンバーの中で も懐疑的な視点を持ち、質の高い反論を行っており、その反論が結論に至るた

めにもたらした影響力が高かったため２位と選定した。また、エキシビションテーブルでも今回のように、

レベルの高い議論の中でも、深めることに貢献できると判断したため、エキシビションへと送り出した。

各アイディアの確信をつく様な指摘が度々見られ、ジャッジも納得させられることが多かった。しかしな

がら、時折自身のアイディアに反論された際に他人任せになってしまい介入が滞る点、議論の進度に関す

る貢献はあまり見られなかった点など、まだまだ改善点は多く感じた。アッセンブリーでは、今述べた課

題を克服することが非常に重要になってくると言える。今後の更なる飛躍に期待している。 

 

 

３位	 小笠原（明治大学３年） 

カンファメーションとプロシーディングをテーブルの中で も行っていた存在であった。適宜混乱が起き

た際に介入し、時折それらを解消するプロシージャーを出していた点や、進行だけではなく何度かアイデ

ィアを出し、１つを立論したと言う点は非常に評価に値する。２位との差は、議論への影響力の差である。

２位の因幡がいなければ指摘できなかったようなアイディアの穴や、論点が多くあった一方で、小笠原の

プレゼンスはそれに及ばなかった。１０回プロシージャーを出せば、それが活用されるのは数回であり、

また小笠原のプロシージャーがなくとも進む場面は多く見られたことが要因である。今後はアッセンブリ

ーに向け、自身の介入の重要性を高めること、またアイディアの面でもより勝負していけるようになるこ

とが課題である。エキシビションに送り出すためにはあと一歩の所であった。この悔しさをバネにしてほ

しい。 
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４位	 松井（明治大学３年） 

テーブルメンバーの中で、 も多くアイディアを提示した存在であった。視覚的なチャートを使った巧み

なプレゼンテーションや、一度に複数人から反論されても、快く全てを聞き咀嚼していっていた姿勢は非

常に好感がもて、評価できる点であった。しかしながら、その出された全てのアイディアを立論する過程

に他者の助けを必要としていた点、また反論される回数が多すぎる点が、今回の順位に反映された。アイ

ディアにユニークネスがないと言われたり、明らかにおかしいと言われたりする局面も見られた。自身の

アイディアと他のアイディアとの明確な差別化ができるようになること、優位性を示せるようになること、

これらを意識してアッセンブリーに臨んでいって欲しい。自身のアイディアを発信するだけではなく、全

体との繋がりを強く意識していくことが課題である。 

 

 

５位	 平山（青山学院大学３年） 

主にカンファメーションやアイディアの提示を行っていた。時折、鋭い視点も見られたが、上位の４人と

比べた際に、自身の役割が非常に不明確であった点と、介入量の少なさを考慮して５位と選定した。平山

の発言の中では自身のアイディア以外の場面であれば、意見が対立した際の第３者としての介入が多く見

られた。第３者としての役割を担った後に、どうテーブルを導いていくのかをしっかりと考えてほしい。

カンファメーションをした後にどちらか一方が正しいと主張することが絶対的正解ではない。時には、ど

ちらの意見も立たないと踏んで、そこから新たなサジェスチョンを打っていくことも、上位テーブルでは

求められてくる。平山は、中立に立った際の柔軟さを磨いていくことが課題であると感じた。アッセンブ

リーに向け、自らのスキル向上とアイディアを深めることに努めていってほしい。 

 

 

６位	 服部（青山学院大学３年） 

意見提示を行っていたものの、上位５人と比べると介入量が非常に少なかった。意見提示するのみにとど

まり、反論検証が深くなっていくにつれて、介入量が少なくなっていった印象である。しかし、提示して

いた意見自体は決して質の低いものではなかったし、example を用いた分かりやすいプレゼンテーショ

ンを行っていた点などは評価できるものであった。自分が提示した意見を、それまでの議論を踏まえなが

らハンドリングできるようになってほしい。 も主張したいことは何なのかを考え、それに導くために必

要な要素を逆算できるようになること、また相手の意見への反論の回数を増やしていくことが今後の課題

である。このテーブルに残るだけの力は十分に感じられたので、今回を糧にして、更なる力をつけていく

ことを期待する。 

  


