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1．テーブルメンバーと順位 

1位 室井（早稲田２） 

2位 加藤（明治学院３） 

3位 道端（明治３） 

4位 永原（明治２） 

4位 江尻（青山学院２） 

6位 堀内（青山学院３） 

7位 斉藤（明治学院３） 

 

 

2．全体への総評 文責：須能 

 

 議論の流れとコメント 

全体的な構図として、「ナローから一貫してアーギュメントを展開する室井、オプレとしてトリート

する加藤、メンバーの考えをテーブルに浸透させる道端、所々で自分の質問やアイディアを出す他

のメンバー」という形であった。 

 

＜Narrowing＞ 

室井のアイディアの検証「Criminal issuesの構造及び根幹について」。室井の考えは、「Criminal 

issuesの根幹は Crimes happen である。この一点を消せれば、D/Pは勿論、Victimsや V/F、Social 

disorder等すべての論点が解決される。そのため Crimes happenに関する論点には最も Priorityが

ある。」というものであり、そのコンセをとることが目的であった。しかしメンバー特に加藤のタス

ク流しによりコンセはとらずまずオプレを決めることになる。室井はこれを快諾し、オプレとして

論点を提示すべく立候補する。道端の Qにより室井のオピシでは D/Pwrを使って Solにおいて上記

の論点を話すことが明らかになるが、最終的に votingでは一般的なオピシの加藤が選ばれる。だが

室井が D/Pwrに対して強い意見を持っていることはテーブルの共通見解となった。 

⇒室井はこの空気を、ここから 3時間通して使っていくことになる。このような心象操作は基本で

あるがアーギュメンントを展開するにあたって重要である。 

 



＜Problem・Harm・SOH＞ 

オプレが TGを選んだ理由＝M/S by death、Punishmentの厳しさの Order、D/pwr＝effとしては

Some、murder→D/P、Puniの必要性、TGの Term、犯罪時点での TGのWillについてなどの一般

的な QA。 

一つ論点として、室井と道端がオプレのコアを追及しようとする。室井の Qにより「RSN for Will

の一例は know death」となるが、室井が「deathとM/S by deathの何が違うのか」という点に言

及、しかし加藤がここで×Considerとしたため、オプレがどうして死が深刻と考えていながらも QL

はM/Sなのかという論点は曖昧なままに。妥協点として、道端・室井が A/W by D/Pが A/W by 

others(death)よりも長いと termという点において Priorityを置くことを勧め、加藤がこれを選び

一先ず話は終わる。⇒無理矢理収束・元々追求したかったオプレのコアは不透明なままという印象。 

また、SOHにおいて永原が「冤罪 C/Cも同じ seriousな A/Wなのに何故救わないのか」というオ

プレの TGや QLというものを深める切り口になり得る Qをするが、加藤の答えは「コンパリのし

易さやカンファメのし易さ」であり、最後までオプレのコアはよく分からず。 

⇒別に構わないが、本当にこんなことが知りたくて Qしたのか疑問。Qする側はもっと核心に迫れ

るよう、オプレはエグザミナーが何を知りたがっているか理解するよう心がけてほしい。 

 

＜NFC＞ 

検証前に加藤によって簡単なプロシ（1.outline 2.conbine 3.examine）が引かれる。そこに室井がリ

スクマネジメントとしてオプレの Def確認を第一にすることを提案し、roomや touchなど NFCに

おいてズレがちな定義を確認してから検証することに。⇒意外に大切 

①斉藤による×NFC 

「C/Cは Social orderを乱す者なので救うべきではない。」 

道端が DA流しの方向でアプローチ、T/PLAN 後に何が起こるか質問。しかし斉藤のコアとして「DA

だとしても DA＝Social disorder vs AD＝C/C S/Mなのでベースが違う。ベースが違うとコン

パリできない。コンパリできないから流せない。」という考えがあるため簡単にはタスク流しできず。

ここにおいて、室井は「斉藤の論点である Social disorderについて T/point化して話そう」という

アプローチを、加藤は「いつものディスはベースとか関係なくコンパリできてるから今回も出来る

はず」という反論をそれぞれ試みるが、どちらもテーブルに浸透させ切れず、道端のハンドリング

と Sによって「ベースを確認したらとにかく DAで話す」ということになり一時収束。 

⇒大きな論点となり得る考えだが扱いが雑な印象。斉藤はより出し方を詰めてアーギュメントとし

て仕上げてほしい。 

②永原による×NFC 

「ただでさえ苦しんでる V/Fをこれ以上苦しめるべきでない。→V/Fの苦しみの一部を解消するス

パイクプランを出したい。」 

道端の質問によって目的がスパイクプランであることが分かる。すかさず加藤がオプレと Direction

が同じか否か、違うなら受け付けないという話に持っていくがやや話が長引き、室井の Sによって

まずスパイクプランの内容を共有することに＝「J/G should tell V/F truth」。加藤はコンパリの結

果によってスパイクするか決めようというスタンスを、室井はスパイクしても問題ないというスタ



ンスを示すが、永原の SによりとりあえずMandateで話すことに。妥協案として加藤は「スパイク

から一つも DAが生まれないならよい」という条件をだし、一時収束。 

⇒早々にスパイクというインテを見出した道端は高評価である一方で、永原はインテは自ら示し自

分で展開できるとよい。 

③道端による×NFC 

「human lifeを奪うことは lose everythingということであり、そのようなことはすべきでない。」 

これに対しては加藤が反駁するスタンスをみせる＝「taskに適っているため deprive human right= 

improve sit for J/N」というロジックを出し、検証をしようとする。しかし道端が検証は開始せず、

上記の論点を Decision Criteria にしたいという希望をだし、それならばコンパリで話そうと室井が

Sを打ち、これが通って一時収束。 

⇒加藤は恐らくここで議論し切りに行くつもりだったのだが、道端がさせなかった形。ただ、道端

は、どこかしらで「自分の考えで議論をする」という意思をもう少し持ってもよいのでは。 

④室井による×NFC 

「D/Pwrが下がるので touchすべきでない。」 

室井が欲しいコンセ「D/PwrはA/Wの度合いに応じて上がる」、また堀内のカンファメにより「D/pwr

は D/P＞Others」がコンセとなったため早々に収束。 

⇒印象付けの為でありサクッと終わるのでテーブル的には好印象だが、ややあっさりすぎる感。ま

た、Solで出す次元の違う DAになる→検証しなきゃだめという論点は大きな論点であり、急に出し

ても浸透に時間がかかるので触れておいてもよかったかも。 

⑤江尻による×NFC 

「J/Gには守るべき３coreがあり、そのためにも D/Pを廃止すべきでない。」 

江尻の思い描く３coreとは「retribution (for V/F)、regret (for C/C)、isolation (for Society)」であ

り、これをコンパリの Criteriaとして使いたいという考え。しかしこの３coreが単に江尻のアイデ

ィアであるためあまり説得力を持てずやや停滞。ここで永原が ALIに当てはまる coreはないのかと

いう論点に持っていき、室井が ALIについて話すならMandateで、それ以外の事はコンパリで話

そうという Sを打ちこれが通り一時収束。 

⇒単に自分のイメージですというと信頼性に欠けるため、何かしらの客観的根拠をデータやエビで

示せるとよい。また、自分の力で展開・収束できるとよい。 

⑥堀内による×NFC 

「all punish give sufferingなので×NFC」 

堀内のスタンスは DAであり、データがコンセになればよいというものだったので、早々にコンセ

となり収束。⇒シンプルでテーブル的に好印象だが、印象も薄いため、アーギュとして育てたいな

らば核となる論点を作り展開させていってほしい。 

 

⇒NFCエリアにかけた時間：約 1時間 

かけすぎではないだろうか。丁寧にトリートする姿勢は大切だが一つ一つの話しを長引かせすぎて

いる印象。６つもアイディアがあると知った時点で何らかの対処をしてもよいのでは。時間をかけ

た割に何も議論しておらず、最終的には全てタスク的な Sで収束しているのが一番問題。タスクで



いいならもっと早く終わらせるべきで、時間をかけるなら議論すべき。時間をかけたのにタスクで

終わるという良くないパターン。ここで時間をくったことも、コンパリが出来なかったことの主な

原因の一つである。 

 

＜Mandate＞ 

永原のスパイクプランについて。 

加藤の「スパイクプランから DAが生まれなければ採用する」という条件の元、スパイクプランの

DA探しが始まる。道端により「なぜ現状で J/GはV/Fに事実を全て伝えないのか（＝RSN for Cause）

という点が結果的に DAになる」とされ、室井の「あまりにも残酷だから」という考えが採用され

るが、加藤は「そもそも J/Gは事実を知らないから伝えられないのでは」というダウトをかける。

しかし道端のカンファメにより Someとなり流れる。再び室井が先ほどの考えを使って V/Fが残酷

な事実を知って S/MというDAを立てようとするも、永原が「①聞くか聞かないかは V/Fに任せる。 

②S/Mするとしたら、それは犯人への憎しみが増大するくらいだ。③犯人への憎しみは元々あるし

new DAではない。」と主張。道端を始めとするカンファメによって、このテーブルで上記の②の

DAは ADAと扱うことになる。加藤は例え ADAでもマイナスが出たならスパイクは受け入れられ

ないという姿勢を示すが、室井の「コンパリにおいてオプレの AADを使わないように、ADAも使

われないのでここはオフセットとして AADも ADAも無いものとする＝No effect（DA として使え

ない）だからスパイクさせてあげよう」という Sが通り、スパイクされる。 

⇒ADAになる件が無理矢理な印象。スパイクから起こるマイナスであることに変わりはないので

DAと取るのが自然だし、オプレは最後まで納得していない様子だった。また、スパイクはされたが

最終的にスパイクを通したのは室井であり、永原にはもっと自分の力でやりきれるよう流れを復習

の上プレパしてもらいたい。 

 

＜Solution＞ 

室井のアーギュメント「２つの Solを検証したい」。 

ここで室井がNarrowingから展開してきた「D/Pwrの検証」を行おうとする。Narrowingで出し

た室井のアイディア「Criminal issuesの根幹は Crimes happen」に基づき、以下のような論の展開

が始まる。 

・ALIは D/Pwrが下がるという DAを防ぐためにオプレが設置した。→「ALI設置から×DAまで

の Sol（第二の Sol）」も検証すべき。 

・D/Pwrが下がるという事はNarrowingで出した「Criminal issues の構造」の通り、Crimes happen

に繋がり、そこから派生する全ての Criminal issues がまた生まれる＝Biggest DAである。 

・すなわち第二の Solが立たない＝Biggest DA＝これを無視することは出来ない。 

⇒この論において「D/Pwrが下がることは通常の DAでない（Biggest）」という点が重要だが、初

めは加藤をはじめテーブルに浸透していなかった。しかし道端のカンファメにより、室井の言う

Biggest DAとは通常の１AD・１DAという次元ではなく包括する問題数の多さにおいてであるとい

う事が分かる。ここから暫く Solの検証をする・しないの話になる。その間、基本的に加藤はセオ

リーに沿ったアプローチをし、道端は室井の考えを浸透させる手助けをしていた。そうして最終的



に加藤の ADを立論してから室井の望む第二の Solの検証をする流れとなったが、最初から室井は

そうしようと主張していた。なぜ当初の目的が叶うまでにこんなにも時間をかけたのか、考え直す

必要があるだろう。特にセオリーに固執した加藤、自分のアイディアを中々浸透させられなかった

室井はより良い対応・プレゼンを考えてみてほしい。 

 

＜第二の Sol検証から Gathering DAの流れ＞ 

そして加藤が ALIから×DAの Solを提示するが、ここにおいて DAは al1という加藤・totalとい

う室井、D/PwrはD/P＞ALIと考える室井・ALI＞L/Iで考えた加藤など噛み合わない点が多々あり、

最終的に室井が DAで出すという妥協案を出した。 

DAでは室井が C/C（D/Pwrの検証の為）、道端が・斉藤が V/Fで立候補した。 

 

⇒最終的にこのテーブルは一貫した一つの論点を深めることなく終了。Narrowingから話してきた

室井の論点でさえ、ただの one of DA ideasとして扱う始末。三時間という限られた時間においてあ

る程度深い議論をしたいならば、土台を作り上げていく必要があり、選択を迫られる時や、大きな S

を打ちテーブルを導く必要性に直面する時が来る。そしてそれが出来る人がより上に行くのだと思

う。しかしこのテーブルにおいてそれが出来る人はおろかチャレンジしようとする人すらいなかっ

たように思われる。そのような中で室井が姿勢としては上記のようなスタンスを示せていた（持論

を一貫して展開していた）ため一位となった（個人評価参照）が、その室井でもいい意味では柔軟

性、悪く言えば押しの弱さや詰めの甘さによってテーブルを乗せきることは出来ず、結局このテー

ブルは議論をしていないテーブルとなった。 

また、Votingによって室井が DAプレゼンターとなったため一貫していると受け取ることも出来る

が、これは完全に Votingという非論理的な方法によって決まったことであり結果論であるため、も

し一貫させようとして室井に Voteした人がいたならば、より確実でかつその人にしか出せないよう

な他の方法を考えてテーブルに提示してほしかった。 

 

もう一つの論点「AD・DAのベースとは何か」 

NFCにおいて斉藤が、「同じベース同士の ADと DAでなければコンパリできない」というアイデ

ィアをだし、DAが出てから検証しようという事になったが、斉藤自身が DAとして V/Fというベ

ースが違うものを出したためやや混乱が生じる。そして斉藤はこのアイディアそのものをオミット

した。結果的に室井の DAは C/Cであり同じベースとなったが、これも偶然であり、しかも最終的

に斉藤の本当にしたかったことは分からぬまま、有耶無耶になって終わってしまった。 

⇒斉藤は、自己矛盾するアイディアはあまり出さぬよう、もし出すならば周りが混乱しない説明を

して出すべきである。また、オミットという行為はそれまでの論点全てを無にするものであり、お

勧めしない。斉藤も、周りも、どういう理由で・条件で・このアイディアが立つ・立たない・部分

的に立つ、と言う点をクリアにして、しっかりコンクルを出し決着をつけてから次に進めるよう心

がけてほしい。 

 

 



＜Comparison＞ 

NFCにおいて出した Criteriaのアイディアを加えていく作業。江尻が出した Criteriaに関して加え

るか否かの話になるが、室井の Sによって TGコンパリで使うことになり収束。その後、コンパリ

が始まるが残り 5分であり、加藤のAD＞DAのアイディアの説明をしている時点で時間切れとなり、

ディスカッションは終了した。 

⇒ディスカッションを通して立論・反駁が無さすぎる。論点を絞って深めないならば、コンパリに

いち早く進んで議論に時間をかけるべきであり、コンパリでないエリアで議論したいならばテーブ

ルをそこに導くはたらきをし議論すべきである。今回はどちらも無かったため、今後のディスカッ

ションでは基本であるが「議論をする」ことをもっと意識してほしい。 

 

 終わりに 

D－テーブルという、基本的に一位しかランカーに慣れないテーブルにも関わらず、本気でランク

を取りたい、ここで出し切るしかない、という意思があまり見えてこないテーブルであったとい

うのがジャッジ側の印象であった。よく言えば皆が協力的で優しいテーブルであったが、優しさ

とは浅く沢山の意見を拾っていくことだろうか。それとも、時に取捨選択をしつつも議論の場を

テーブルに提供し、テーブルとしてよりよい結論を取る事だろうか。それは皆の判断に任せるが、

今回のテーブルは全体的に前者に流れていた印象であった。三年生は、このテーブルが果たして

本当に自分のベストだったのか、やりたいことは出来たのか、これでよかったのか等考え、二年

生は、やりたいことは出来たのか、疑問点・反論・提案を出し切れたのか、胸に秘めたままやり

すごしてしまった瞬間はなかったのか等考え、アッセンでは本当に本当の自己ベストなディスを

してほしいです。皆ならもっと出来るはずだよ。 

また、このテーブルは D－テーブルで唯一上位 2名が D－を取ることになったが、これは他の２

つのテーブルの結果があまりにも酷かったためであり、決してこのテーブルの出来が良かったか

らではないということを敢えてお伝えしておく。上記の議論の流れを何度も見返し、ここはこう

していればよかった、ここでもっと活躍できた、という点を沢山見つけ出して、アッセンまでに

それが出来るプレイヤーになっていてほしい。皆さんの更なる活躍を願っています。     

須能 麻衣花 

 

 

3．個人への総評 文責：西園 

 順位と選定理由 

 

１位 室井（早稲田２） 

「刑事問題としての犯罪抑止力の重要性」という論点を終始一貫して提示し続け議論に深みを生み出し

た点、他者への話に対しても積極的に介入し柔軟な思考を見せていた点から、アイディアとハンドリン

グ両側面でテーブルへの貢献度が高いと評価したため１位に選定した。ただし、自身の論を展開するう

えで他者のカンファメを必要としたり、サジェスチョンがなかなか１度では通らなかったりと、まだま

だ伸び代を感じたので、今回の D-というランクに満足することなく、今後精進していってほしい。 



 

２位 加藤（明治学院３） 

オピニオンプレゼンターとして議論の土台を提示し、全ての他者のアイディアへ介入してハンドリン

グを行った点と、室井の次に内容に対する自身の意見を述べていた点を評価し２位と選定した。基礎

能力の高さは感じたが、ハンドリングは相手の表面をなぞるのみでタスクに固執し、相手のニーズを

汲んでいるものとは言い難かった。タスクに縛られない柔軟なハンドリングができるようになること

が課題である。今後は D-のランクに誇りと責任を持ちつつ、自身の弱点を理解して、最後のアッセン

ブリーでの更なる飛躍を期待している。 

 

３位 道端（明治３） 

コンスタントな介入で、カンファメーションやサジェスチョンを行っていた。基礎能力はこのテーブル

で 1番高いと感じたが、今回道端がいなければテーブルが動かなかったかと言われれば、全くそうでは

ない。上位２名と比べ、アイディアとハンドリングの両側面でのユニークネスに劣ると判断したため、

３位と選定した。道端には、今後自らがテーブルを動かしていくという「当事者意識」を持って欲しい。

今回のように流れに身を任せてなんとなく参加していては、また評価されるとは言い難いだろう。今回

の悔しさをバネに、アッセンブリーで活躍することを期待している。 

 

４位 永原（明治２） 

スパイクプランのアイディアを通し議論に貢献したが、他者の話への介入が限定的であった点から４位

とした。2年生でありながら、このテーブルに残るだけの力は十分に感じたので、アッセンブリーでは、

３時間常にテーブルの中心となれるまでに成長することを期待する。 

 

４位 江尻（青山学院２） 

自分のアイディアを展開し議論に貢献したが、永原同様それ以外の介入が限定的であったため同率の４

位とした。非常に面白いアイディアを展開していたので、そのアイディアが「コンクルを取るうえでど

れほど重要か」ということを考え伝えって言ってほしい。アッセンブリーでは、自身の論でよりテーブ

ルに影響を与えられるように成長してほしいと思う。 

 

６位 堀内（青山学院３） 

要所では鋭いＱなどが見られたが、介入が限定的であり、自身のアイディアも提示するのみで検証する

に至れなかったため６位とした。決定的に介入スピードが遅いことと、自身のテーブル上での役割を見

つけられていないことが、今後の改善点だと感じた。自身の弱点を克服し、最後のアッセンブリーで今

回の悔しさを晴らしてほしいと思う。 

 

７位 斉藤（明治学院３） 

堀内よりもさらに介入が限定的で、議論への影響力が低いと判断したため７位とした。 

アッセンブリーでは春セミよりもさらに 1回 1回の重要性が増してくる。本番で確実に力を出し切れる

ように、残りのプレパレーションに励んでいってほしい。 


