
 
 
 

Spring Seminar 2014 5th Exhibition テーブル総評１ 
担当ジャッジ：有賀啓佑(WESA4)、石井貴幸(明治4)、臼井優(AGU4)、嶂南達貴(UT4) 

文責：嶂南達貴(UT4) 
 

テーブルメンバー： 
奥田貴仁(AGU3)、浅利慧(WESA3)、宇津木孝志(UT3)、 

因幡拓興(UT3)、杉本晴哉(WESA3) 
 

 
　 
　本稿は、2014年度春の大セミナー5thエキシビションテーブルにおける議論の概要及び着目すべき点と、
それに対する評価の流れ及び基準を、嶂南が説明したものである。当テーブルは、有賀、石井、臼井、嶂南
の四人によりジャッジされたが、D+ランカーの選出及び順位選定にあたっては、四人全員が同意見を持っ
ていたため、これをそのまま審議の結論とした。この為、当総評は、四人のジャッジが、全体の流れと印
象、今後の課題、個人の順位とその評価について、各々の私見を述べる形式をとっている。有賀、石井、臼
井の総評は、この順で私の総評の後に続くのでそれぞれを読むこと。全体として四人が同じ評価をしている
一方で、個別の議論に対する解釈及び評価については相違点もあるため、この総評を読むにあたっては四人
それぞれの認識の違いにも注意するとよい。 
 
1. 当テーブルの位置付けとD+ランカーの選出について 

　当テーブルはランクとしてはD+候補テーブルとして位置付けられるが、その候補者とは、
1st~3rdの全てにおいて一位を取った上で、4thに二つあるD+候補テーブルにて良い成績を収めた者
五名であり、ひいてはPDD界を代表すべき最高峰の議論を行うことが期待されるテーブルである。 
　このような期待のもと集められたD+ランカー候補者５名であったが、彼らの中からD+ランカー
を選出するにあたっては、本年度春の大セミナーで用いられていた競争軸の由来であるディカッ
ション界へのアンケートをもとに決定した以下の二条件と本テーブルのジャッジによる主観評価を
用いることにしていた。 
 
・二律背反の対立を止揚し、新たな価値をテーブルメンバーとの協同により創造した。 
・独創された斬新なアイデアをもって周囲を巻き込み、観ているものを感動させる議論を行った。 
 
　本年はD+ランカーを選出しないことと決定したが、これは全ジャッジ共に本テーブルにはD+ラ
ンクに値するものはいないと判断し、なおかつ以上二条件をどちらも満たす者がいなかったためで
ある。尚、この判断は以上二条件の該当者の有無の議論を経ずしての即決であった。 
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2. 議論の流れと政策決定議論としての評価 
2.1. 議論全体の流れについて 

　浅利がオピニオンプレゼンターに唯一立候補し、抑止力そのものを議題としようという
提案をしたところから議論が始まった。彼の意見とその検証ステップは、大きく分けて以
下の二段階に分かれるものであった。 
 
① 死刑(death penalty)と拷問(torture)のそれぞれがもつ抑止力を比較し、比較的大きな抑止
力を持つ刑罰を最高刑として法改正を検討する。結論としては、拷問が選ばれた。 
② ①で選ばれた刑罰、すなわち拷問を実際に導入するため、その合法性を検討する。最終
的に施行されることになるのは、①、②の検討を通じ、合法性まで立証されたもののみと
なる。 

 
①死刑(death penalty)と拷問(torture)の抑止力についての比較に関して 

● 抑止力の定義について 
　これは①のステップの全体に影響し、比較をする際の方針を定めるような重要
なポイントであるが、実際には定義不足なまま議論をしてしまった印象を受け
る。特に、犯罪抑止力を刑罰の厳しさや恐怖に比例するものとして単純化しすぎ
たことが方針の無い比較を導いたと考えられる。抑止力というものがどのように
して発生しているのか、そのメカニズムを考えた上で議論していれば①の結論を
決定づける条件は必然的に導き出されたはずである。 
 

● 残酷さの定義について 
　二つの刑罰について比較する中で最も初めに出た意見の一つが、死刑と異なり
拷問は残酷な刑罰であるから、抑止力も大きいというものであった。ここで残酷
さは痛みの有無によって定義されることになったが、これは過度に「残酷さ」と
いう概念を単純化しており、本質の抜け落ちた定義をしている印象を受けるもの
であった。その痛みが結局我々にとってどの様な意義を持つものであるのか捉え
られていないということである。これは認識すべき概念を言語化するのではなく
言語化された概念を認識しているような状況であると私は考えているが、これは
全テーブルメンバーが反省すべき点であろう。どのようにして考えてゆくべきで
あったのか、抑止力の定義と共に何度でも再考すると良いはずだ。 
 

● 刑罰の慣れについて 
　①の議論を実際に深めてゆくことに繋がった初めのアイデアは、宇津木により
示された「刑罰は毎日なのかどうかが、刑罰への適応を左右する」というもので
あった。これに対し奥田が「死刑もいつ死の宣告が来るかはわからない。そし
て、この恐怖は同じように毎日有るものではないのか。」という疑問を投げかけ
るが、これは各刑罰の性質や苦痛について因幡のアイデアを引き出しながら多角
的な分析がなされるようになるきっかけであったと考えられる。 
　この議論では、テーブルが一丸となって和気あいあいとした雰囲気の中で話し
合い、その中で単なる価値観や直感に留まるものをも上手く分析すると共に相互
に関連付け、更に新たな視点を得ることが出来ていたが、これは当テーブルの長
所であった。しかしながら、これは裏を返せば、各々が出すものが意見というレ
ベルに達しておらず、一人でも考えうることを人数と時間をかけて導出したとい
うこととも捉えられる。新たな価値の創造のため、協同するべきこととは何であ
り、その為に自分は事前に何をするべきなのか、止むことなく考えよう。敵対で
も同調でもない、個人の独立に基づく協力のための対立が出来るようになろう 
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● ①を結論づけたポイント 

　この議論は、因幡によって示された、拷問刑の持つ恐怖は本質的に死刑のそれ
を内包するという意見により収束した。奥田が死刑の恐怖の本質を引き出したの
に対して、因幡が拷問の恐怖の本質を引き出し、それらを浅利が比較した形であ
る。これは悪くは無い比較の方法であったと思うが、一方で、抑止力の大きさに
ついて比較するという本来の目的を達成しきってもいないとも感じられた。特
に、実際に刑罰を処される人間が受ける恐怖・苦痛とこれから犯罪を犯すであろ
う人間が受ける恐怖が果たして同じものであるのか、そして恐怖に抑止力は比例
するのかどうか、もう少し綿密な議論が欲しかったところである。それがあれば
①の議論と②の議論がより強くリンクすることもあっただろう。 
 

②拷問の合法性についての議論に関して 
● 肯定側の意見 

　これは意見提出者である浅利によって示された。抑止力の増大は加害者・被害
者を共に減少させる為、究極的には犯罪への根源的な対策であり、故により大き
な抑止力の確保は何にも優先される、という立論だ。この立論がはたして成り立
つのか丁寧に検証されることはなかったが、これは①の議論が抑止力の十分な定
義なしに進んでしまったことが一つの原因だろう。抑止力の十分な定義なしには
検証が困難になる主張によってロジックが成立しているからである。逆に言え
ば、抑止力の増大がそのまま加害者又は被害者の減少を意味するか議論したり、
拷問の導入による抑止力増大の程度を判断することが抑止力の明確な定義によっ
て可能になったであろうし、そのような議論を通じて抑止力とは何であるのかよ
り深いところまで考慮することが出来ただろう。 
　 

● 否定側の意見 
　こちらは主に奥田によって示された。残酷な刑罰である拷問は一つの先進国で
ある日本に相応しいものではないし、そのようなものを導入すれば国際社会にお
ける日本の信用の低下とそれによる日本の孤立は避けられないだろう、という立
論であった。この意見は他のメンバーの助けを借りながら最終的に日本国民に
とっての不利益にまで落とし込まれることとなったが、その扱い方を探る中で3時
間15分の議論は終わることとなった。 
 

● 是非を問うことと、利益を計ること 
　今回のような人権に深く関わる倫理的な問題の議論は、往々にして、独善的な
意見へ全てが収束されるか、対立を解決することが困難な状況に陥って終わるこ
とが多い。これはいつもは我々の意見に対して共通した判断基準として作用して
いる「国民への利益」という概念の解釈が難しくなってしまうことによるだろ
う。今回の議論ではそのような利益を度外視して拷問の是非そのものを問うこと
を回避し、あくまでその利益を計ることで答えを導き出そうとする努力が全メン
バーから感じられた。このように共通の価値基準をもとに議論しようとする一貫
した姿勢は結論を出すための必要条件であろうが、真に結論へと直結する共通認
識を形成することは今回の議論では叶わなかった。それが何故であるか、各々考
えてほしい。 
　このPDD界にも、現実の政界にも、物事の是非を最優先の問題として考える価
値観と利益の大小を最優先とする価値観の双方が存在する。(それぞれ自体も百人
百様の価値観によって構成されるものである。)これら二つの両者が共存する道に
おいてのみ結論は導き出されうると私は考えているが、当テーブルのメンバーや
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この総評の読者にはこの点について熟考してもらいたい。一人一人が共存への道
を独創することが、真の合意形成に重要であると考えるが故だ。 
 

2.2. 全体に関して：議論をするということ 
　今回の議論全体において、全員に共通し、かつ常に一貫していた問題が一つある。それ
は批判的思考の不足である。我々の共通目的は”make the situation better for Japanese 
nationals”という表現に集約されるが、これを達成する方法は「現状を否定すること」に他
ならないのではなかろうか。普段批判することなく用いているこの表現自体、人によって
異なる解釈が与えられるものであり、”the situation better”と”for Japanese nationals”のどち
らが先行する目的概念で、どちらがその手段であるのかという問題を内包するが、ここで
我々のすべきこととは議論であり、全体の意思決定である。つまり、最終的にはどちらを
目的とする立場に対しても現状の向上を約束しなければいけない。そして、既に述べた通
り「向上」が意味するものは人の百人百様の価値観により変わってくるし、それらの全て
を考慮した上でどれが最善のものなのかを直接知ることは個人の独力はおろかテーブルの
協力によっても不可能であろう。では、このように何が最善であるのか判断しかねる状況
下で、確実に向上を達成する手段とは何であろうか。それが現状の否定である。我が国の
政治や議論そのものについて、現状の問題を把握し、そこから解決策を着想するという基
本的姿勢が重要なのだ。 
　ここで、現状を否定する為に必要なスキルが一つある。それは主観的認識の言語化であ
る。私達は、自分が見えているものを、言葉(又は時によってはそれに代わる手段、発音さ
れない言語)によって表現する。一方で、表現によっても、我々の認識は狭められてゆく作
用がある。このとき、表現を投げかけられた側は、彼らが受け取ることが出来たものだけ
を発話者の真意として理解する。故に、自分たちの認識に対して表現に過不足がある場
合、理解は不可能なものとなる。これを解決するためには自分の認識を言語化する努力を
怠ることは出来ないが、その為に日本語とは異なる仕組みを持っている言語として英語を
使いこなすことを意識して欲しいと私は思っている。このテーブルメンバーのレベルなら
ば、単なる文法や発音などのくだらない問題に取り組む必要性はほぼないであろうが、表
現の幅を増やすことや、表現の厳密性を意図したとおりに操作する努力はまだまだ必要だ
ろう。前者の努力と異なり、後者の努力は頭打ちすることがないのだ。 
　これらのことを考えてもらうために、私は次の命題について諸君の独力で考えてほしい
と思っている。それは、「全体意思の決定は目的と手段のどちらであるか」ということで
ある。これを考えることを通じて、議論と政治の双方について深い理解を得ることが可能
なはずだ。 

 
 

3. 個人の順位と総評 
関東一位　奥田貴仁(AGU3) 

a. 評価の根拠 
　奥田を一位として評価した根拠は、彼が当テーブルのメンバーの中でも、最も「議論」
という行為そのものを体現できていたことにある。自ら独創した価値観を持って議論に臨
むと同時に、他のメンバーが提示するものに対して批判的思考を持って関わることが出来
ており、それらを止揚して新たな価値を共創しようとする姿勢を評価したものである。具
体的には、①の段階の議論においては全てのメンバーのアイデアを結びつけ、統合しなが
ら結論へとテーブルを動かしていったこと、②の段階においては至極当然な意見をもって
如何に浅利の意見に対立するのか考え、結論の決定要素となるアイデアを他のメンバーの
能力を活用しながらテーブルに示したことが彼の評価のポイントである。 
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b. 今後について 
　「『議論』の体現」が評価のポイントとなった一方、思考不足が大きな問題になってい
る印象を受けることもあった。他人の意見を批判するだけでなく、自分自身の考えに対し
ても常に批判を加えることで、前提の不確かな独断論へと議論を導いてしまうことのない
ように気をつけると良い。今回は結論に関わる概念の定義があまりに不明確で、各々の恣
意的解釈が可能であることが問題となったが、これは話し合う前に概念を言語化する作業
をすることで改善されたはずだ。事後的に定義を整理する能力は非常に高いであろうか
ら、今後はこちらの努力もしていってもらいたい。 
　このような課題はあったが、奥田にはこれから課題の解決だけでなく積極的に様々な
チャレンジに取り組んでいって欲しい。今回のように他人と協力しつつも誰よりも高いパ
フォーマンスを見せようという姿勢を保てば様々なことを実現出来るはずだ。 
 

 
関東二位　浅利慧(WESA3) 

a. 評価の根拠 
　浅利を二位とした根拠には、次に示す積極的根拠と消極的根拠の二つがある。積極的根
拠は終始一貫して議論の方針を示し続けることで3時間15分に渡る5人の協同を引き出した
ことにある。本質を見据え作られたシンプルでわかりやすい二段階構成の枠組みは全テー
ブルメンバーの積極的参加を促すものであったが、この点は浅利ならではの強みとして高
く評価した。一方で彼には「議論を育てる」という姿勢が欠けており、議論のアウトプッ
トが浅利の個人的仮説とほぼ変わらない点は低く評価した。これが彼を一位ではなく二位
とした消極的根拠である。分かっていても実行が難しいことではあるが、議論は提示して
終わるものでも、維持管理していれば済むものでもない。議論が常に変化し更新され続け
る為に何が出来たのか、もう一度よく考えるとよいだろう。 
 

b. 今後について 
　浅利の弱点は論理性であろう。特筆すべき浅利の長所に好奇心をかきたてるような魅力
的な提案で周りを巻き込むことがあるが、そのような素晴らしい提案も理論的な裏打ちが
不十分な為に薄っぺらく客観的価値の低いものになってしまっている。特に、インパクト
の強い言葉を使用し過ぎていることや、恣意的方法で結論を収束させることによって、全
てを独断論に陥らせがちなことは大きな課題である。浅利自信が使用している言葉に、ひ
いては持っているアイデアによって、自他ともに認識出来る対象が狭められているのだ。
言葉やアイデアは使うものであって使われるものではない。これを肝に銘じて欲しい。 

 
関東三位　因幡拓興(UT3) 

a. 評価の根拠 
　因幡はこのテーブルの中でも特に批判的思考力を持って議論に臨むことが出来ており、
それが彼を三位とした積極的理由である。前提を疑わずに根拠不十分なまま議論が進行し
てゆくことを防いだという点で、彼の働きは高く評価できるものであった。しかしなが
ら、因幡による批判は奥田の協力もあり大きなものになったものの、おそらく覆したかっ
たであろうこの議論の全体に大きな影響を及ぼすことはなかった。これが彼を三位とした
消極的理由である。 

 
b. 今後について 

　因幡の強みは独力で意見を編み出す、独創性の高さであろう。一方で、その独創性の高
さが故、自らが生み出すものに客観的な価値を持たせることに難航している印象も受け
る。これを解決することで、因幡は十分奥田や浅利と対等に渡り合えるようになるだろう
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が、その為には今一度ディスカッサントとしての自己認識を深めることが必要ではなかろ
うか。折角周りが気づくことが出来ないところに目をつける力を持っていても、その気付
きを他人と協力しつつ広げてゆくことが出来ないのは非常にもったいない。自分の意思や
能力を認識しなおすことで、他のテーブルメンバーとの柔軟な分業を達成し、その中で自
分の目標も達成出来るとよいだろう。 
 

関東四位　宇津木孝志(UT3) 
a. 評価の根拠 

　宇津木は奥田や浅利に次ぐ介入量を見せ、その中で議論の緻密性を高めることが出来て
いたが、これを積極的根拠として彼を四位とした。一方で、消極的根拠は、彼の介入から
主体的な目的が見えてくることがなく、介入を通じて得たものによって結局何をしたいの
かが不明であったことと、彼の介入による生産物が他のテーブルメンバーに利用される機
会が上位三人に比べ少なかったことの二点である。 
 

b. 今後について 
　宇津木の課題は他人への影響力である。発言から他人を理解する能力は誰よりも秀でて
いるが、自分の意志を持って他人の意思に深く関わろうとする積極的な意識は薄いとみら
れる。しかし、この意識こそは真の相互理解に必要なものであり、これがなければ議論を
する意味がないのではなかろうか。今回の結果を重く受け止めて、今後は質的に積極的な
介入を心がけていってほしい。 

 
関東五位　杉本晴哉(WESA3) 

a. 評価の根拠 
　杉本を五位とした根拠は、全体を通して議論への貢献が少なかった為に、積極的に評価
する材料が無かったことにある。上位四人とは介入の質・量ともに大きな違いがあるの
で、どちらに関しても大きな課題として認識してもらいたい。 
 

b. 今後について 
　杉本には政策と議論のそれぞれに対してビジョンを持った上で議論に臨むようにして欲
しい。ただ無目的に自分の能力を発揮しようとするのでは、同等かそれ以上の力を持つ人
の中で埋もれてしまうし、そうなれば積極的に評価することも不可能になるからである。
アッセンブリでは決して同じような目に遭わぬように全力で努力してもらいたい。  

 
 
4. 最後に 

　5人とも最後までお疲れ様でした！このテーブルのメンバーには他人を尊重しながらみんなで議
論を楽しむ姿勢がみられ、ジャッジをするのも非常に楽しかったです。君たちのお互いに真摯に向
き合うことを楽しむ姿勢には、現役にとっても、ジャッジにとっても、ディスカッション界のすべ
ての人間が学ぶべきものがあるので、これは本当に誇りに思っていいと思います。周りの人たちに
も是非教えてあげてください。一方で、謙虚に学ぶ姿勢も忘れないでください。全てを積極的に捉
えることが出来れば、誰のどんな行動からも学ぶべきところはあることでしょう。 
　最後にもう一つ、まだディスカッションを知らない人にその楽しさを気づかせてあげてくださ
い。このテーブルに残った君たちならばその大切さはわかっていることでしょう。写真を見たらわ
かります(笑) 競争を通じて得たつながりをもとに、次のディスカッション界を共創して欲しいと思
います。今後も活躍を続けてください。応援しています。 
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2014春セミ エキシビ総評 文責：有賀啓佑（WESA４） 

 

2014年度春の大セミナー【エキシビションテーブル＠竜王の間】 

ジャッジ：嶂南（UT4）石井（明治 4）臼井（AGU4）有賀（WESA4） 

本年度エキシビションテーブルは以下の順位となった。（最終ランクは皆「D」である） 

1位：奥田（AGU3） 

2位：浅利（WESA3） 

3位：因幡（UT3） 

4位：宇津木（UT3） 

5位：杉本（WESA3） 

 

【はじめに】 

この総評では、議論のおおまかな流れを中心に各論点のポイントなどを提示し順位選定理

由を述べていく。その中には肯定的なものだけでなく否定的なものをも含むだろう。しか

し、エキシビションテーブルに選抜された 5名は、お互いを尊重し 3時間 15分の議論を楽

しみ、エキシビションテーブルを思う存分味わっていたように見受けられた。この姿勢は

非常に好印象であり、現役諸君の手本となり得ると評価している。自身の欠点や改善点に

対し謙虚に向き合いより一層の成長を目指すとともにPDD界を牽引していくことを期待す

る。 

 

 

【０．議論の土台設定：浅利の変則プロシ】 

このテーブルの土台となるオピニオンは浅利から提示された。浅利のオピニオンは大きく

分けて 2 つの側面を持つ。1 つ目は、「死刑と拷問刑の２つを考慮した際、どちらの刑罰が

より大きな犯罪抑止力を持つか」である。（以下、論点 A とする）2 つ目は、「拷問刑が死

刑よりも大きな犯罪抑止力を持つと認められた際、拷問刑は日本政府が認める法（刑罰）

として適切であるか否か」である。（以下、論点 Bとする）論点 A において「犯罪抑止力：

拷問刑＞死刑」、論点 Bにおいて「拷問刑＝法として適切である」が成立した場合、以下の

２つの結論を得ることができる。 

１：国民の利益を追求し法（刑罰）を策定する日本政府にとって、犯罪抑止力の向上によ

って得られる好影響が拷問刑を採用することで生じる悪影響よりも重要視される。（この場

合の拷問刑は浅利が定義した範囲にすぎない。） 

２：拷問刑が Planとして採用される。 

 

 

 



議論の土台となるため、詳述すると浅利は以下のような Procedureを提示した。 

1:犯罪抑止力に関する理解  

2:死刑と拷問の定義共有（TGの定義も含む） 

3:犯罪抑止の観点における両刑の比較 

4:合法性（法/刑罰として適切である）に関する検証 

 

この総評では浅利の Procedure１・２を「前半」３を「中盤」４を「後半」とし、３つの大

枠に分け記述していく。 

 

【１．前半：議論の前提の確認】 

前半では、浅利は「犯罪抑止力」「死刑」「死刑における TG」「拷問刑」「拷問刑における

TG」の５つのことに関して情報提示と定義を行った。定義の確認の中で、奥田や杉本、宇

津木を中心に理解のための Qが投げられた。淡々と問答が繰り返された。 

【評価ポイント】 

☆奥田による浅利の意図を汲み取る Q 

テーブルに投げられた幾つかの Qの中でも奥田の Qは高く評価することができる。なぜ

なら、奥田は Qによって浅利がこの Procedureを用いて何を議論したいのかを汲み取ろう

としていたからだ。たとえば、「この Procedure を議論した先のコンクルは何か」「浅利が

したいことは何なのか？（拷問による抑止力の向上なのか、拷問が法として適当なのか

etc…）」などの Q によって浅利のオピニオンを引き出していた。この姿勢は変則的な

Procedure に対峙した時、非常に重要だと考える。なぜなら、普段とは異なる Procedure

で議論したいということは普段のフォーマットでは論点になりづらい点があると考えられ、

その点をいち早くテーブルで共有することが求められるからである。逆の視点に立つので

あれば、変則的な Procedure を提示する者は Procedure 説明の際に上記の点をわかりやく

テーブルに提示することが必要だろう。 

☆検証の不十分性 

1つ気になった点を述べておこうと思う。このテーブルの大前提「犯罪抑止力」に関する

検証が不十分であったのではなかろうか。浅利は「犯罪抑止力」を「the power to deterrent 

people from C/C by fear of punishment」と定義づけただけであり、犯罪抑止力の存在や効

力、死刑や拷問刑に特有の犯罪抑止力はあるのか、など様々な論点があったにも関わらず

議論検証がなされなかった。つまり、論点 A に移行するための前提に対して批判的な視点

からの検証が行われなかったのである。 

浅利の Procedureの前提となるため慎重な検証がなされるべき点である。なぜなら、「そ

もそも犯罪抑止力が存在しない」、または、「刑罰によって犯罪抑止力に差異がない」とい

う結論に至った場合、浅利の Procedure に則った議論をする必要性がなくなり、残りの時

間をより有意義に用いることができるからである。あえて、この検証ステップを省略した



のかもしれないが、国民のために政策決定会議を行う日本政府という立場を考慮すると、

上記の論点を省略することは難しいのではないだろうか。前半だけでなく終始このテーブ

ルでは、議論に対し批判的な視点を用い、論点が細分化された慎重かつ深みのある検証が

なされる機会が少なかったことが残念な点である。 

  

 

≪２．中盤：死刑と拷問刑の厳しさの比較≫ 

「犯罪抑止力の強弱が刑罰を受けることによって生じる恐怖心による」という前提があ

るため、この中盤の議論では死刑と拷問刑どちらの刑罰がより恐ろしいもの（苦痛）かと

いう比較が為される。 

中盤の議論は奥田が提示したロジックの検証から始まった。「現状の日本政府が拷問刑を

採用せず死刑のみを採用している点から拷問刑の方が死刑よりも残忍なものだ」というロ

ジックを立論した。次に、宇津木は「拷問刑は痛みや苦しみを受ける頻度が多く次第に慣

れていく一方、死刑は慣れることはないため死刑の方が拷問刑よりも厳しい」というロジ

ックを提示した。奥田や浅利の疑問から、この「苦痛への慣れ」に関して各刑罰のどのフ

ェーズに視点を置くか（もしくは、「慣れ」をどう捉えるか）に議論の関心が移っていく。

「慣れ」をもたらすものとして「苦痛や恐怖が再び思い出されることによるもの」なのか

「各刑罰が持つそもそもの特性によるもの」なのかで議論が進む。各刑罰の全体に視点を

置き拷問刑は日常的に痛みが加えられることから、死刑の方が拷問刑よりも「慣れ」によ

る苦痛の軽減の幅が傾向として小さいという結論に至り宇津木のロジックが立論される。

この議論から派生して、因幡が提示した「拷問刑は複数回苦痛を受ける一方、死刑は一度

きりである」というロジックも立論される。中盤の議論、最後の論点は浅利の「刑罰を受

ける TGが“死刑は死ぬことを想定する”一方、“拷問刑は死ぬことを想定しない”」という

ロジックの検証となる。浅利の意見としては各刑罰を受ける瞬間に視点を置いているが、

奥田がなぜその瞬間のみを考慮するのかという疑問を投げかける。奥田は拷問の際にも

「（もしかしたら）死ぬかもしれない」という死への恐怖を伴うという意見を持つ。その論

点の中で因幡は拷問刑には、「（拷問による）予期せぬ死」と「（生物全てが経験する意味で

の）死」の２つの死が含まれると主張する。後者の死が拷問刑に含まれているという解釈

をすることで、「拷問刑を受ける TG」が「死刑を受ける TG」と同じくらいの明確性を持っ

て死を意識するという論点となる。死刑には死刑による死への恐怖、拷問刑には上記 2 つ

の意味での死への恐怖があると因幡が主張したところで、浅利が自身のロジックを降ろし

た。結果として、拷問刑が死刑よりも厳しいものであること、同時に犯罪抑止力において

拷問刑が死刑のそれを上回っているという結論を得た。それはつまり、論点 Aにおいて「暫

定的に（法的に適切か否かという議論が次に控えているため）」拷問刑採用という結論とな

った。 

 



【評価のポイント】 

☆定義不足が生む比較対象の不明瞭性 

抑止力に関しての結論を得るために死刑と拷問刑の如何なる部分を比較するべきなのか

という点が不明瞭であった。そこが不明瞭になってしまった原因の一つに比較の前提とな

る言葉の定義不足またイメージの共有が不完全だった点があげられる。たとえば、死刑執

行の際の苦痛に対し、比較するものが「拷問１回分の苦痛なのか」「拷問で受ける苦痛の総

量なのか」「拷問には死を含むのか」など様々な解釈が可能となり、その解釈によって結論

が異なるためどの解釈を採用するか議論するというケースが何度か見られた。このような

時どのような手を打つべきか、管見の限りではあるが幾つか提示しておこうと思う。１つ

目は、「あらかじめ一つ一つ定義をすること」だろう。基礎中の基礎であるが、経験上、上

位テーブルであればあるほど基礎的なことが疎かになる傾向にある。例外なく、複雑かつ

難易度の高い議論は簡略で易しい議論の上に成り立っている。上位テーブルの議論の時ほ

ど基礎的な点（今回であれば「One by Oneの姿勢」）を重視すべきである。２つ目は、「議

論で必要になった時に定義し、しっかりとテーブルに定着させること」である。これも基

礎であるが、今回のテーブルでは３時間１５分を通して、いままでの議論のコンセンサス

をテーブルに定着させるという行為が見られなかった。議論は常にコンセンサスの積み重

ねで成り立っていることを忘れず毎回の議論のコンセンサスをテーブルに定着させること

で、今回のように同じ点に関する議論が繰り返されるということは防げるのではないだろ

うか。３つ目は全ての解釈で立論し解釈間（ロジック間）で優位性を付けていくというこ

とだ。今回の場合であれば、抑止力の議論を行うということを考えた際にどの解釈（ロジ

ック）を最も優先するべきかという議論になる。Procedure提示者（今回は浅利）であれば、

あらかじめ定義を明確化しておくべきであるし、イグザミナーであれば、コンセンサスを

明確化させテーブルに定着させたり新たな観点からの Suggestionをしたり様々な役割を見

出すことができるはずである。基礎を疎かにしてはいけない。 

 

☆立論（検証）方法はロジックだけなのか？ 

この点は私の価値観が色濃く反映されるため現役諸君には参考までに読んでいただきた

い。このテーブルでは、ただひたすらにロジックを並べるだけで議論が進んだ。否定する

わけではないが、ディスカッションではより自由で独創的な説得方法を用いることができ

る。ディスカッションのただひとつのルールは「納得させること」である。その納得させ

る手段がロジックだけであるならばディスカッサントとしてまだまだ成長の余地があるの

ではなかろうか。たとえば、プレゼンやチャートを効果的に用い、「人を説得する」「人と

交渉する」という点を重視してみてほしい。ディベートでなくスピーチでもなくディスカ

ッションに従事する意味はなんなのであろうか。人を説得することや交渉することに目を

向けるとディスカッションがより大きな可能性を持ったものに見えるはずである。人の頭

と心の両方に響くようなディスカッションを目指してほしい。 



【３.後半：拷問刑の合法性についての議論】 

後半は浅利の Procedure 特有のエリアである。浅利の根底にあるオピニオンは「C/C をゴ

ミのように扱うことが許されるのであれば犯罪抑止力の強化に制限を設ける必要がない、

つまり、より厳しい拷問刑を採用することができる」というものだった。そのため、浅利

は拷問刑には合法性が存在するという立場をとる。そこで浅利が提示したロジックは、「拷

問刑を採用することで犯罪抑止力が向上し犯罪数が低下するため、刑罰を受ける人や犯罪

被害者、被害者家族など関係者全員の数が低下する」というものだった。宇津木と奥田の Q

によって浅利は QTと TGで優位性を得ようとしていることが明確となる。ここで、奥田は

「そもそも拷問刑の feasibility(practicability)を確認しなければ、浅利のロジック検証をす

る必要性がない」という意見を投じる。そこで、浅利は「否定側の意見として

feasibility(practicability)を議論しよう」という提案をすることで、奥田の否定側オピニオ

ンへと移行していく。奥田は、先進国である日本での拷問刑は非難が集中するため認めら

れないという意見を提示する。杉本や宇津木を中心に、奥田のオピニオンをより具体化さ

せるための Qや Cを投じる。その中でクリアになったものは、奥田が「日本政府が拷問刑

を採用することで、国際的な信用を失い日本国民にとって好ましくない状況に陥る」とい

う意見を持っているということである。これを説明するために奥田は極論として、国際的

な信用を失う→日本政府機能不全→日本国民の権利が保護されない→日本国民にとって好

ましくない状況 という流れを提示した。皆がこの一つ一つのリンクに注目している中、

因幡はよりマクロな視点で、「政府の機能や権利はわからないが、信用を失えば日本国民に

とって好ましくない状況に陥る」というのは想像できるのではないかと意見を投じた。因

幡の発言を機に、杉本・奥田がリンクの可能性（Risk）は小さいが影響力（Impact）の大

きい意見をどう扱うかという観点をテーブルに提示し、各々が意見を述べる中で３時間１

５分を終えた。 

 

【評価のポイント】 

☆奥田の feasibility(practicability)に対する視点 

変則的なオピニオン（procedure）を提示するときに必ず確認しなくてはいけない項目の一

つが feasibility(practicability)である。なぜなら、奥田の言うように、feasibilityが確認さ

れなければ、After Plan の世界を考慮する必要がないからである。今回の浅利のオピニオ

ンには feasibilityだけでなく、通常のフォーマット（P/S/F）で言うところの Solution area

が抜け落ちている。（ feasibility＝日本政府は拷問刑を採択できるか否か、

effectiveness(workability)＝拷問刑によって犯罪抑止力が強化されるか否か）これらの点が

浅利のオピニオンの改善点であり、議論の重要な論点であった。奥田以外のイグザミナー

もこれらの点を指摘し論点として提示することができると良い。 

※変則的なオピニオンに直面した際は、通常のやり慣れているフォーマットに照らし合わ

せて考えてみることを勧める。 



【総合的評価】 

冒頭にも述べたが議論に対する姿勢はとても評価できる。互いを尊重し意見をしっかりと

聞く姿勢は今後とも PDD界の手本であってほしい。しかし、議論内容はお世辞にも良いも

のとは言えないという評価を与える。以下がその理由であると同時に今後の改善点である。 

◎議論の論点が非常に表面的なロジックを並べただけであった。難しい話をすることと深

い話をすることは必ずしも同義ではない。 

◎なぜその論点を話すのか、話すとしたらその方法でいいのか etc…などの批判的な視点と

それに伴う論点の細分化が不十分であった。 

◎様々な意見を取り入れ論点が拡散したがその拡散した論点を収束させることができてい

なかった。 

◎意見の対立からより高次の段階へ至ることがなされていなかった。意見の対立を避ける

ことよりも、意見が対立した時に意見の対立から新たな価値を生み出すことが重要である。 

 

 

 

≪順位選定理由≫ 

１位：奥田（AGU3） 

コンスタントな介入をし、自身の意見を展開することで議論を議論足らしめた。初見の

Procedureにも関わらず、今求められている情報や意見は何かを考え、質と深みともに優れ

た発言は評価に値する。しかし、複雑な意見を複雑な意見のままテーブルに投じるため議

論をわかりにくくしている点は素直に受け入れなければならない。自身の当たり前を疑い、

より分かりやすい発言でテーブルをリードしていくことが今後期待される。 

 

２位：浅利（WESA3） 

議論の土台となるオピニオンを提示し、自身の価値観に基づく意見をコンスタントに提示

し続けることで議論の中心にいることができた。しかし、土台となるオピニオンも十分に

は詰まっておらず議論の方向性を明確に示すことができなかった点は反省しなければなら

ない。意見の量、質ともに１位との差が見られた。 

 

３位：因幡（UT3） 

批判的な視点を持ち、常に議論の種となる意見をテーブルに供給していた。しかし、介入

量やプレゼンのわかりやすさなどから１位２位とは大きな差があると判断された。今後は、

自身の意見を軸にテーブルを進めていくだけの介入量とプレゼンの向上が求められる。 

 

 

 



４位：宇津木（UT3） 

２位の浅利と同程度の介入量があり議論の目の付け所は非常に優れていた。しかし、その

介入は自身の理解促進の域を越えずテーブルのための介入は非常に限定的であったことか

ら４位と評価した。また、ミクロな視点になりやすいように見受けられたので、この論点

が全体にどのような影響を与えるか等のマクロ視点を忘れないように心がけると良い。マ

クロな視点を持ち宇津木の強みである丁寧なプレゼンを心掛けることが、テーブルに貢献

度の高い発言に繋がるだろう。 

 

５位：杉本（WESA3） 

介入量が非常に限定的であったことがこの順位の最大の理由である。このテーブルは非常

に抽象的かつ検証が大雑把であったことからも自身の役割を生かした介入は可能だったは

ずである。今後は周りのペースに飲み込まれず自身のペースでテーブルの中心になること

が期待される。 

 

 

以上 



Spring Seminar 2014  5th　エキシビジョンテーブル	 !
総評文責：臼井　優 !!!

全体への総評 !!
　 浅利が提示した議論手順のもと、死刑と拷問についての比較、合法性について
の検証を行った。比較の結果、拷問を政策として採用し、その合法性を検証する
段階で議論が終了した。 
この議論の中で全体として改善すべきだと感じた点は以下の３点。	 !!!
１、	 定義の明確化 

合法性について検証を行ったのだが、そもそも合法性とは何かということ
が議論の中で定められてはいなかった。これに見られるように、他の場面
においても単語の定義が明確になっていないことが多い。	 !!

２、	 用語や論点の簡易化 
使用している単語が難しいだけで、議論自体は難易度の高いものではない
と考える。そうであるならば、万人が参加できる程度のレベルまで、単語
の難易度等を落としてわかりやすい議論を行えると良いのではないだろう
か。頭の良い人ほど、簡潔で、平易な文が書けるもの。飾りたくなる気持
ちもわかるが、本質的に同じことをしているのならば、万人に理解できる
ようにするべきだと考える。	 !!

３、	 議論手順について 
犯罪抑止力の増加によって、そもそもの理想である犯罪を起こす人がいな
い世界を作るための議論をしたことを評価したい。 
しかし、そのための政策として拷問という刑罰を選んだのはいいが、議論
の１つのメインである、その合法性を検証するための手段と時間が不十分
であったと言わざるを得ない。	 
日本政府が拷問の合法性を検証するにあたって、果たしてベンサム派功利
主義の単純な幸福計算のみで考えても良いのだろうか。議論の中でもこれ
に関する言及はあったが、実際に議論化できてはいなかった。上位テーブ
ルでこそできる取り組みであると考えるので、ぜひチャレンジしてみて欲
しい。	 !!!

また全体を通して、互いを尊重し合い、爽やかに議論が行えていたことが非常に
良かった。終わった後に「楽しかった」と全員が言い合える議論を、この５人に
は他の議論、他のメンバーとの議論においても作っていってほしい。	 !
最後に提言として、今後の議論の発展のために政治哲学についての知識を盛り込
んでみると議論に深みが増すのではないだろうか。議論の中で散見されたが、全
体の幸福のために、死刑囚が拷問のような刑罰に処されても良いのだろうか。こ
の点に関しても、各主義主張により、異なる主張をしている。日本政府としての
政策を議論する競技を行うものとして、一度勉強してみると考え方の幅が広がる
と考える。	 !



!!!
個人総評	 !!!

１位　奥田 
全体への配慮という点で小セミの時よりも格段に成長したという印象だった。 
今、何について話すべきかをテーブルの中で指し示し、アイデアの提示等を通し
て議論を牽引できていたと考える。しかし、そのような力を持っているからこそ、
今までにない新規性を求め、奥田にしかできない議論を目指して欲しい。 
!!
２位　浅利	 
死刑の有る無しの議論ではなく、犯罪の無い世界を目指した議論を目指した点が
非常に良かった。しかし議論手順を提示する役割として、議論を議論足らしめる
工夫が欲しかった。具体的には言葉１つ１つの定義付け、論点を飛躍させないこ
となどが挙げられる。	 !!
３位　因幡 
４位の宇津木とは僅差であるが、３位という順位付けとした。その理由として、
因幡の意見が議論に活用された貢献性という点が挙げられる。だが、介入の量に
ついては明らかに少ない。上位テーブルを自ら率いる気概を持ち、assemblyにお
いても活躍してくれることを期待する。	 !!
４位　宇津木 
発言の全体への貢献度という点で３位と僅差ではあるが差があったと考える。
ジャッジ陣の中で、自己理解の促進のために発言をしているという共通の印象が
あった。議論を細かく見れる目を持っているので、それを活かして議論の手順を
提示し、牽引するなどして貢献できると良い。	 !!
５位　杉本 
議論への参加度、貢献性ともに物足りなさを感じた。 
ある程度の基礎ができている人が参加する上位テーブルにおいて活躍するには、
応用の部分が必要。自分の色を出した議論を行うことで、assemblyでの活躍に期
待する。 !!



 

 

 

 

２０１４年度 春の大セミナー5th 

エキシビションテーブル総評 
 

文責：石井(明治４) 

担当ジャッジ：嶂南(東大４)，臼井(青学４)，有賀(早稲田４)、石井 

 

 

 

テーブルメンバーと順位 

 

1位：奥田(青学 3) 

 2位：浅利(早稲田 3) 

3位：因幡(東大 3) 

 4位：宇津木(東大 3) 

 5位：杉本(早稲田 3) 

（全員を Dランクと称した。） 

 

おめでとうございます！！ 



議論の流れ、テーブル全体評価、個人評価の三つを記載した。 

 

 

議論の流れ 

浅利がオピニオンプレゼンターに立候補し、選定された。以下が議論の流れである。 

１：三つの言葉の定義づけ。（Deterrent power/Death penalty/Torture） 

 

２：Death penalty(死刑)と Torture(拷問)の二つの刑罰を犯罪抑止力の観点からの比較。 

抑止力が大きい刑のみを暫定的に採用する。 

(補足：抑止力の度合いを示す指標として、各刑罰を受ける人の恐怖心を置いた。) 

 

＜比較の際に生じた意見＞：○（オピニオン成立）×（不成立） 

拷問＞死刑 

○刑罰の残酷さ：奥田 

（日本政府が死刑を認め、拷問を認めていないから。） 

○刑罰を受ける回数：因幡 

（死刑 1回、拷問複数回） 

死刑＞拷問 

○恐怖心の慣れ：宇津木 

（死刑は一回、拷問は複数回） 

×刑罰から死を想定するか：浅利 

（死刑は想定、拷問は想定できない。） 

⇒反駁：奥田＋因幡 

（拷問も想定できる。） 

 

結論：拷問による刑罰の採択。 

 

３：比較により選定された刑罰(拷問)の合法性の検証。 

＜検証の際に生じた意見＞ 

肯定側 

・犯罪抑止力が向上するため、犯罪数が減少し、刑罰を受ける人や犯罪を受ける被害者と

その家族が低下する。：浅利 

（あまり検証されず、奥田の意見に移る。） 

否定側 

・日本は先進国であり、拷問による刑罰を採用すると国際的に批判を受け、国際信用力の

低下に陥る。：奥田 



 

テーブル全体評価 

 

良い点 

集まった 5人全員で、3時間 15分の議論を良きものにしようとする姿勢が感じられた。 

それは、誰かの意見を遮る事や周りのメンバーの意見を聞かず、一方的に意見を主張する

等がなかったからである。 

今後もお互いの意見を尊重し、ディスカッションの活性化に努めてほしい。 

 

今後、改善してほしい点 

皆で楽しもうとする姿勢は良いが、今一度君たちの中で議論とは何かを鑑みてほしい。 

前述した議論の流れの 8つのオピニオンの内、実際に反駁を行ったのは、1 回のみである。 

今回の議論とその得た結論は、君たちでしか創りえない議論だったのか？ 

哲学的に言うと、テーゼの提示のみしか行っておらず、アンチテーゼが提示されないから、

本質的なジンテーゼもテーブルにて提示されていない。 

個人的意見になるけど、議論するからには、その時のテーブルメンバーでしか得られない

議論を通し、結論をとらなければならないと思う。 

それに必要な事って、人間の理性の限界である二つの相対する正しい論理が出たときに、

納得させられるような妥協点を見出し、提示することだと考えている。 

なぜかというと、妥協点が見えない限り、相対する意見を持っていた二人が納得出来ない

からである。加えて、そのような二人を納得させるようなジンテーゼは彼らによって変化

する。その妥協点の共有を介した議論によって生じるものこそが、そのテーブルでしか得

られなかった結論ではないだろうか？ 

そして、彼らを納得させることが議論じゃないのかなと‘個人的に’思います。 

 

以下が、取り組んでもらいたい改善点である。 

１：批判的な視点の不足故の反論の少なさ 

２：アイデアを細かに分解するための論点抽出をしていない。（→批判的視点不足） 

３：自分の意見の立証に貪欲ではない。（→相対する意見出ても納得→批判的視点不足） 

 

 

 

 

 

 

 



個人評価とフィードバック（順位選定理由以外も） 

1位：奥田 

・相対的に介入量は多かった。 

・相対的に介入スピードが速い。特に、相手が意見を提示してきた後の反論に向かう際の

論点抽出。 

・批判的視点を持っていた。 

・議論の中心であった。 

・3時間 15分の中で、誰よりも議論活性化に努めた。 

→三つのワードの定義づけの際、今後抑止力の比較の際に必要となる Qを行う。 

→反論するための論点抽出と反駁。 

・議論を難しくさせがち。特に疑問点の提示の際。それは、奥田が思った疑問点を自分が

解釈したままテーブルに提示する事が多く、周りのカンファメーションによって分解され

ないとテーブルに浸透しない場合がある。 

・日本政府が認めないから残酷の意見 

→前提条件として、各刑罰を受けるとされる人達の恐怖心の度合いにより、犯罪抑止力を

比較している。 

→→なぜ日本政府が認めないことが、刑罰を受けるとされる人達にとって残酷なのか。 

→→残酷だとして、残酷の何の要素が、恐怖心の度合いに関わるのか。 

他のテーブルメンバーは、もう少し理解すべき点があったのでは？奥田の本当に言いたい

ことを理解するためにも批判的に議論に臨みましょう。 

・アッセンも頑張ってください。 

 

2位：浅利 

・相対的に介入量は多かった。 

・議論の中心であった。 

・複雑な話の中から、必要とされる論点を発見し、共有出来ている。 

→必要とされる論点を提示するが、その論点を最終的に終わらせるのは比較的奥田が多か

った。 

・死刑と拷問の刑の比較は、一般的な PSFの手順とは違うものであり、おそらく目的があ

って今回の手順にしたと考える。そこで問いたいのは、浅利が想定していた議論が出来た

のかどうか？８つのオピニオンを今一度振り返って考えてほしい。 

・浅利の議論の方向性が明確ではなかった。今回、死刑と拷問の二つの比較対象を置いた

からには、これら二つの比較特有の自身の論理を提示してほしかった。例えば、二つの刑

罰から、死が想起されるかどうかは、いうなれば、死刑との比較であれば、拷問以外の刑

罰でも出来る議論である。もう少し、オピニオンを詰めておけばまた議論の内容と結果が

変わったと考える。 



・上に続いて、特に合法性の議論の際、方向性が定まっていなかったと考える。 

今回、浅利は議論の例として自分のオピニオンを提示する。また、奥田の Feasibilityの意

見が出た際に、奥田の意見の検証にあたる。この状況に直面した時に、この話をどのよう

に合法性の有無に収束させるかを提示すべきであった。なぜなら、今回なにを指標に合法

性の有無を決めるかは決まっておらず、合法性の有無の論点を提示した浅利本人の方向性

が不可欠であるからだ。 

・アッセンでは、浅利自身の手で議論を創り上げてほしい。 

 

3位：因幡 

・相対的に介入量は少なくないが、多くもない。 

・1位、2位との差は大きいと考える。 

・批判的視点を持っていた。 

→テーブルに批判的な疑問点を提示するが、浸透しない。自分の疑問点をテーブルに浸透

させましょう。 

・疑問点を提示し、そこから議論が派生するような議論の種をテーブルに残す。 

→これは、因幡の良い点に見えるが実は改善してほしい点である。 

テーブルメンバーの誰かに水を注いで、花開かなければ、種が種であったことにも気づか

れないっていう事です。 

今回、奥田と浅利と宇津木の三人の手助けによって、議論が派生しましたが、自分の手で

議論を創りあげていきましょう。 

・目のつけどころは、良いと感じたので、アッセンでは自分の手で論点提示して、反駁で

きるようになりましょう。応援しています。 

 

4位：宇津木 

・相対的に介入量は多かった。 

・批判的視点を持っていなかった。 

・本来ならテーブルに必要となるカンファメーションをしている。 

→実際は、自分の理解促進のためでしかない。テーブルのために、理解統一を行わないと、

テーブルへ貢献は低いと考えます。 

・英語議論において、完璧に理解の統一を図ることはとても難しいことだと考えます。そ

れ故、理解を促すカンファメーションは必要です。目の前のテーブルメンバーのためにカ

ンファメーションしてあげましょう。アッセンでは期待しています。 

 

5位：杉本 

・相対的に介入量が少ない。もうちょい喋ろう。 

・批判的視点を持っていなかった。 



・難しい議論ではなかったので、理解が追い付いていないとは思いません。テーブルに必

要な役割を見つけましょう。やれることはもっとあったと思います。アッセンも頑張って

ください。 

 

以上です。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

皆本当によく頑張ったね！今年の東日本ベスト５に入った事素晴らしいと思います。 

皆の頑張っている姿を見て、春セミの副実やって良かったなと思いました。 

総評では色々書いたけど、ツイッターで暴言はかないでね。すぎはるディスらないでね。 

君たちには、ディス界を背負って精進してほしい。チーフやプレや実長として、所属する

各大学、組織の発展と存続を。そして、ベスト５としてディス界の発展と存続を。 

よろしく頼むね。 

 

 

 

明治（４）石井、ぼん。 
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