
アッセンブリー東日本予選	 甲一テーブル総評 
ジャッジ：浅利（早稲田４）、因幡（UT４）、波多野（青学４） 

 
▶︎テーブルメンバー 
田中（明治３） 
永原（明治３） 
川島（立教３） 
宮本（法市３） 
竪石（立教３） 
小原（早稲田３） 
森川（明学３） 
岡本（早稲田３） 
横尾（立教３） 
 
▶︎構成 
因幡による議論の流れの解説→浅利による順位と選定理由という構成を取る。 
なおジャッジの波多野が試験のため総評を書く時間を取ることができなかった

が総評は三人の総意として記している。波多野の総評を期待していた現役には

深く謝罪したい。 
 
  



甲１テーブル 議論の流れ 
 文責	 UT4因幡拓興 

 
	 甲１テーブルでは、出生前診断と子供が障がい児だった場合の中絶を義務化

するプランを提示した小原がオピニオンプレゼンターに選ばれ議論が行われた。

田中、川島、永原が中心となって Qをし、小原のプランは両親の障がい児を産
んでしまって後悔するのを防ぐため、また障がい者のいない国にするためとい

う２つの目的に基づいていること、程度を問わず少しでも障がいがあれば中絶

を強制することが明らかになった。ここで川島が、両親は生むことを自ら選択

しており、後で悔やむことも気付いていないため、中絶の強制はその場面にお

いて誰にも望まれないものであり、プランを取る妥当性は低いというダウトを

示した。これに対して岡本や田中が小原に質問をし、TGとなる親は出生前診断
を受けて我が子が障がい児だと知っていれば中絶したのにと後悔している人で

あることがわかった。 
	 SOHに入ったところで岡本が A/will=seriに対して反論を提示した。内容は
子供を生むことは人間や動物の本能であり、それを犯す事は A/will以上に深刻
なものであるというものであったが、A/will=seriを直接的に否定するものでな
いことから川島、田中によって流され、後に話されることになる。 
	 NFCに入り川島、岡本、田中が反論を提示した。プランを取るべきではない
根拠として、川島は TGは後悔することに気付いていないし、強制したとして
他の後悔が残ること、岡本は本能に反する方が意思に反するより深刻であるこ

と、田中は障がい児の中絶をしようが、周りとの差があれば障がいと判定され

る以上障がいはなくならないし、差が際立つ均質化した APAの社会ではなおさ
らであるから、プランは障がいをなくすという点で効果的でないことをそれぞ

れ挙げている。論点が乱立したが、田中がまず TGにとってmsbであるかが先
に議論されるべきであるから川島と岡本の論点を先に話し、自分の論点は後に

話そうと提案したことにより順序が決まる。まず AD(出生前診断を受けて中絶
しておけばという後悔=regret)と川島と岡本の掲げる感情（以後 DAと呼ぶ）を
まとめて比較し、その後に実際に障がいを減らすことが出来るのかを検証しよ

うということである。まず岡本が本能の方が意思より優先されるべきという主

張を提示する。田中が本能は母親の感情の一側面でしかないことを指摘し、そ

れに対して岡本が説得力のある反論を出せなかったため、立論には至らなかっ

た。次に小原が ADは強制されるが故の後悔であり、岡本の DAはそうではな



く、強制されて生じる後悔の方が大きいという意見を提示するが、田中・川島

が DAもまた強制されるが故に生じることを指摘する。ここで川島と岡本のア
イディアを混同していたことも災いし、理解の統一が図れず混乱が生じたため、

まず岡本のアイディアに絞って話すことになった。ここで宮本が先ほどの小原

のコンパリアイディアの彼なりの解釈を提示する。AD(regret)は障がい児を生
みたくなかったというものであり、DA(instinct)は子供を生みたいというもので
あり、前者は解消不可能であるが、後者は達成可能であるから前者の方が深刻

であるという解釈である。このロジックの検証中にディスカッション終了とな

った。  



 
甲１テーブル選定理由 

文責	 浅利（早稲田大学４年） 

	 こんにちは。早稲田の浅利です。この度２０１５年度アッセンブリー東日本予選の甲

１テーブルをジャッジさせていただいた身として選定理由を書かせていただきます。構

成については、順位と選定理由・役割を述べながらディスカッション中に気になった後

輩にも伝えたいところ、学ぶべきところを書き記していきたいと思います。今後の PDD
界の発展のためにも多くの人に還元できるようにしていきたいと思います。 

 
▶ ︎順位 
第１位：田中（明治３） 
第２位：川島（立教３） 

第３位：小原（早稲田３） 
第４位：永原（明治３） 
第５位：岡本（早稲田３） 

第６位：竪石（立教３） 
第７位：宮本（法市３） 
第８位：森川（明学３） 

第９位：横尾（立教３） 

 
▶ ︎選定理由 

第１位：田中（明治３） 
田中は今回の甲テーブルで圧倒的な１位だったと言える。今回の甲テーブルでは今まで

メイントピックとされてきた臓器移植や安楽死ではなく、遺伝子検査による中絶の是非

を問うものであった。Voteによりこのオピニオンシートが選ばれるわけであった1。そ

                                            
1 オピニオンシートを選ぶ上でも戦略がある。これは PDDを戦略的心理戰と見
たときに非常に重要な点である。PDDにおいてはメンバーとの適性・相性、戦
い方は非常に重要になる。田中は今回自ら遺伝子検査のオピニオンシートを選

択している。新しい論題において議論が行われたときに議論の比重は、理解や

論点の洗いだしに置かれる。もし、自分の武器が傾聴や求心と言われる QCだ
ったときにかなり有利な戦いになりうる。現にオプレ決めを含む最後の論点の

検証までに約２時間を使ったテーブルになった。この戦い方を議論前半の時点

で見据えることができるだけでディスカッションでのパフォーマンスは変わる

だろう。良いプレパ方法として常にその３時間をどうするかを描き、実現する

ようどんな Q,Argをするか綿密に構想することが必要である 



の後、田中が中心となり必要な情報や論点が整理されていく。小原（早稲田３）が提示

した政策は「障害者のいない世の中を実現するため、遺伝子検査をし、将来身障害など

が出うる場合は中絶を強制する」と言ったものであった。川島、岡本が提示していた「こ

の政策は本当に母親（妊婦）のためになりうるのか」という反論も田中が論点を整理し、

どこで話していくかを適切に示していた。その中で田中自身の反論「仮に政策をとった

としても障害者のいない世の中は実現できない。障害者がいなくなったとしても、次は

学力の低いものや身長の低いものが障害者として扱われる。」を提示していった。田中

の反論自体は検証されずに議論は終わったが、自分自身で意見も提示しつつ議論を進め

ていた点で今回の田中には、議論において重要である、傾聴力、求心力、推進力に合わ

せて自分の意見を提示することもできていた。このパフォーマンスはジャッジ３名に明

確に田中が１位であると判断させるものであった。もちろん、今回の議論は、障害者を

排除しようとする政策を用いた一種の思考実験的な議論であり、政策決定会議とは少し

かけ離れたものであったかもしれない。しかし、政策決定会議的な側面だけでなく議論

を競技として扱い、議論の実力を測る大会の中で上手くテーブルメンバーからの信頼を

勝ち取り、議論を進行させることは非常に重要なスキルである点はこれからの現役にも

強く伝えたい2。 

 
第２位：川島（立教３） 

まず初めに触れておきたいのは１位選定の時とは異なり、２位〜５位までの判断はジャ

ッジ陣の中でも意見が割れていた点である。１位の選定理由でも触れたとおり今回、田

中のパフォーマンスは他のメンバーから見ても頭一つ抜けているものであり、ほとんど

の役割をこなしていた、もしくは他のメンバーが田中に任せていたと言ってもいいもの

であったからである。その中でも川島が、２位となった理由は一貫した批判的姿勢であ

る。川島は自身初のトピックにも関わらず、小原のオピニオンシートにに対して本質的

                                            
2 議論は本質的に一つのチームとして行うものであると個人的には思っている。
あらかじめ対立関係が明確なディベートとは違い、テーブルに出た一つの意見

（普段はオプレの政策）の是非をテーブルメンバーで結論づける行為であるの

で協力するという要素が本来強くあるべきと考える。ゆえに、競技の側面が議

論に入ることにより本来の議論とは遠ざかってしまう。しかし、その競技の側

面を見ることによって普段の議論に活かせること、活かすべきことはたくさん

学べる。対立していくからこそ説得の方法を模索できるし、提案の通し方を学

習できる。また、議論そのものも対立があるからこそ生まれるものでもある。

その中で、どう自分の存在感を高めていくかも競技を通して学べるものである。

自分がいなければこの議論は成り立たないと思わせる、それだけの傾聴、求心

をしているか考えながら議論していってほしい。 



な反論を提示し続けていた。反論を提示するために必要な土台を整えるために介入もあ

り、申し分ないスキルを持っていた。さらに、議論の中で一番重要視されて最後の最後

まで検証されたアイディアも川島（岡本の貢献も大きい）から出た論点であったゆえに

テーブルの方向性に対しての貢献が大きい。しかし、私たち PDD界の本質は議論を通
して結論を得ることである。川島の反論は本質的であり、私たちが普段使用している

PSF（プロブレムソルベンシーフォーマット）をさえぎることなく適切な箇所で反論を

提示していた。川島は単に主張していたにすぎないと判断されてしまう。田中による適

切なハンドリングがなければテーブルの中心になりうるだけのアイディアたり得たの

か、川島本人にそれだけのスキルがあったのか不明瞭になっていた3。もちろんアイデ

ィアを出した段階ですでに田中中心でテーブルが進んでいたこともあり、主導権を握る

のは難しかった。しかし、勝ちにこだわり、議論の生産性は下げてでも自分に主導権を

寄せようとする主導権争いを川島から仕掛けて欲しかった。 

 
第３位：小原（早稲田３） 
小原は今回大きな勝負に出ていた。甲テーブルという現役最後のディスカッションにお

いてみんなが全くと言っていいほどやったことのないオピニオンシートで立候補して

いた。前述の通り、多くの戦略が噛み合って小原のオピニオンシートが選ばれてオプレ

を進行することになった。一度、再度オピニオンシートを選び直そうという発言もある

中で小原は一度選ばれているアドバンテージを利用してその提案を通さなかった。確か

に、自分から誘導してオピニオンシートを選ばせていたわけではないので小原からして

みると運の要素も否定はできないであろう。しかし、自分より実力が上の相手に対して

戦っていくために相手の想定もしていないアイディアで勝ちに行くことは時に大切で

ある。ディスカッションには英語で３時間議論すること以外にルールはないので、自分

が戦いやすいように戦うことも立派な戦術であり結果を残すことを大切に思うのであ

れば挑戦していくことは必要である。その際には、どうすれば他の人から見て目新しい

                                            
3 もちろん川島は春の大セミナーにおいて Dランクという成績を収めており、
十分に自分のアイディアをテーブルで形にする実力はあったと推察する。しか

し、川島自身ハンドリングやテーブルメイキングは田中に一任している場面が

目立った。アーギュを得意とする現役に向けて伝えたいことは、自分のアイデ

ィアを誰かに託して議論しようとしたり、ハンドリングやトリーティングを他

人任せにすることはやめてほしい点である。紙と向き合い、本を読み、自分の

中で組み立てたものが必ず議論の場において思い通りになるわけではない。テ

ーブルで実現するまでがアーギュメントである。「頭の中では完成している」は

言い訳に過ぎない。しっかり考えること、しっかり実践すること、どちらも欠

かせないものである。 



ものでも誘導できるかをしっかり考えていくことが重要であり、小原はその構想を怠っ

ていた点が残念だった。オピニオンプレゼンターとして自分なりの軸を持って意見を提

示していた点は評価できる。しかし、オプレとしての役割を果たしたとは言いがたい。

それは議論の進め方をほとんど田中に任せていた点である。今回のテーブルが小原の想

定内であったかと問えば、おそらく回答は NOであった。このことが小原を３位にする
理由となる。オプレとして結論に対するダイレクトな意見を持つべき立場として結論へ

の貢献度が低かったといえる4。 

 
４位：永原（明治３） 

永原は今回一番パフォーマンスを抑えられていた。ディスカッションのスタイルとして、

瞬発的な頭の回転で介入していく方法としっかりケース対策を立ててどんな論点に対

しても準備を怠らないようにして堅実な介入をしていく方法がある。どちらかが常に強

いわけではなく、どちらも正解である。しかし、自分の特性をしっかり理解した上で戦

わなければ相手の思う壺になりうる。永原は後者のパターンの介入が多いようにジャッ

ジ陣は判断した。少なくとも今回の甲テーブルを見る限りでは後者であろう。今回のト

ピックは永原にとって圧倒的に不利な戦いであったと推察する。ゆえに、考えてしまう

時間が増えて介入量が落ちる場面が多く見られた。また、考えることに時間を使ってし

まいながらコンテンツに対する意見を提示できなかったことも大きな痛手となった。２

位３位との差はコンテンツを示しているかどうかの視点も少なからずあった。しかし、

永原として戦い方がなかったわけではない。戦い方の一例としてあったのは、今回 ASQ
上ではいらない話に多くの時間を使ってしまったテーブルであった。その時に Area 

taskなどを用いて自分が主導権を握る方法である。瞬発的な介入の方が優れているよ
うに思えてしまうかもしれないが決してそんなことはない。堅実にケース対策をしてい

るからこそより緻密な PSFでの戦い方が身についているのである。何より、PSFは

                                            
4 春セミ、アッセンとジャッジをしてずっと感じていたことはコンクル意識がな
い点である。ハンドリングを得意としてオプレをする人に顕著であった。

Practicability で議論が終わってしまうこと、コンパリをまともにせずに議論を
終えてしまうことがよく見られた。人のアイディアをしっかり吟味しようとす

ることは間違えではないし、優しさかもしれない。しかし、その一つのアイデ

ィアに対する優しさがテーブル全体にとっては悪の場合もある（コンパリのア

イディアをしっかり考えてきた人、違う practicabilityのアイディアを持ってい
た人を蔑ろにすることにつながる）。また議論を結論づけることの方が基本で特

殊なこと（他のエリアからコンパリへ飛んだり、別のコンクルを用意したり、

スキップしてしまうこと）をすることが応用であるべきなので、まず基本をし

っかり固めることを意識してほしい。その方が応用にも強くなる。 



PDD界での共通言語であるのでその影響力は強い。もっと基礎を利用した戦い方を展
開することも選択肢として持っていて欲しかった。永原がオプレ決めや前半で少しそう

いった介入が散見されたゆえに残念であった5。 

 
第５位：岡本（早稲田３） 
岡本の今回の役割は、川島とともに反論の提示であった。いくつか質の高い意見を提示

する場面もあり、反論の核たるアイディアを提示していた。アイディアを提示すること

は重要である。しかし、川島の選定理由でも記した通り、そのアイディアでどう議論を

組み立てるかが議論の能力である。初めてのトピックに対して上位４人により多くの情

報が提示され、論点もいくつか見つかった中で本質的な意見を選び提示する能力は優れ

ていた。しかし、他のメンバーにより情報の引き出しや論点の洗い出しがなければ岡本

は意見を言うことが難しい状況になってしまったのではないか、ということで５位とし

た。テーブルへの貢献的な介入よりも自分が確かめたいことのみ確かめる介入が岡本の

介入のほとんどだったのが残念であった。甲テーブルに行けるかどうかという層でアッ

セン期を過ごした人は多い。甲に行き、自分より実力が上という評価をされている連中

に対して積極的に戦っていたことは評価したい。もっと自分からテーブルの中心に立つ

ように情報を引き出したり、論点になりうるところを指摘していく姿勢が欲しかった。 

 
第６位：竪石（立教３） 
竪石はナローで一つの意見を提示していた。それは「solでのアーギュは基本的に無意
味なので省略すべきである」と言った意見であった。結果から言えば solに到達するま

で竪石のアイディアを検証する必要がないと判断され solで再度議論することになった
が、議論は NFCで終わったので話されることはなかった。あるエリアに対しタスクを

                                            
5 PSFの「セオリー」という一つの理論はその土台で戦うのであれば強い。も
ちろん、PSFだけが正義ではないが、私たちは少なからずディスカッションの
入り口として PSFを利用し、その考え方で議論をしている。新しい考え方や新
しい方法を提示したり、PSFに縛られず自由に議論しようと挑戦することは重
要である。しかし、新しいことに挑戦する前に本当に PSFを理解しマスターし
ているか省みてほしい。僕自身本当に PSFをマスターしているか不安になる時
は多いし日々ディスカッションを見ていて考え込んでしまうことも多いくらい

深いものであると思う。一つ一つの Areaは何をするところなのか、ナローで意
味付けたことがどの Areaで担保されているのか今一度吟味してみると新しい
発見は多い。普段当たり前のように使っているもの、何も考えずモデルオピニ

オンシートを書き写しているだけでは気付かない世界がある。PSFを本当に理
解し、使いこなした上でさらなる方法論を見つけていくことに期待しています。 



テーブルメンバー各々で解釈しタスク同士のぶつかり合いになることを避けてしっか

りコンパリに議論の比重を置こうとする意見は間違ってはいないが、脚注 4,5を参照し
てほしい。議論はよく進度と深度という二つの軸で話されることが多いが二つは分離さ

れているものではない進度がよければ自ずと深度もよくなっていくはずである6。また、

竪石は田中がNFCで時間がないゆえに結論を得るための変則の方法論を提示した際に
もその意義や変更点、どんな論点を省略してしまうのかなどの非常に重要な点を確認し

ていた。この点僕は非常に竪石を評価したい。脚注にも書いた通り、少し PSFのセオ
リーを蔑ろにする傾向が見られる。その中で PSFという軸を持って発言していたのは
竪石だった。求心力が足りず、議論を動かすに至らなかったため６位となったがその発

言の視点や軸は重要なものであった。 

 
以下、第７位〜９位に関しては特筆すべき役割がないので簡単にまとめていくことにす

る。 
第７位：宮本（法市３） 
第８位：森川（明学３） 

第９位：横尾（立教３） 
第７位の宮本は最後の小原のアイディアに対して正確な確認を入れ、同じアイディアを

持っていたこともあるテーブルに示したので７位となっているが、この三人は議論への

貢献度が著しく低かった。介入量もほとんどなかった。議論において、発言しないより

悪いことはない。もし、理解が遅く理解するための介入であったとしてもそれは決して

悪ではない。遠慮や躊躇いは人間なのできっとある。しかし議論での躊躇いや遠慮は意

味がない。そのことをしっかりできなかった点で評価するのが難しい。もし、この３人

                                            
6 さらディスというものを避けている傾向があるように思える。さらディスとは
ASQ,NFC,SOLで特にアーギュメントが出ずにすぐにコンパリに行ってしまう
ことを指している。このさらディスを避ける傾向は暗にコンパリについてほと

んど考えていないことを意味しているのではないかと感じる。コンパリを考え

ていることは議論する上であるで程度前提ではないか、と考えている。コンパ

リを考えれば考えるほど必要なコンセンサスがわかるはずで無駄な介入も減る。

深度をよくするためによく考えていないアーギュをするのであればすぐコンパ

リまで行って試しでもコンパリのロジックを出しみる方がよっぽど深度もよく

なる。現に、春セミ、アッセン期を通して約２０回テーブルをジャッジしたが

コンパリをしたのは片手で十分数えられるほどであった。コンパリで証明した

ロジックがあり、証明するためにはどう定義付けされたほうが都合いいか、ど

んなコンセンサス（議論でのコンセンサスはエビデンスと同等の力を持つ）が

必要かを逆算で考えるプレパも重要であるので現役にはコンパリの練習も欠か

さずやってもらいたい。 



の目標が甲テーブルに進出することであり、甲の発表の瞬間に目標が達成されてしまい

発言しなくても満足なのかもしれない。確かに僕自身２年間甲テーブルで議論し、今年

はジャッジとして甲を見たが、どの年でも全く議論に貢献しない人はいた。おそらく役

職のプライドや重圧、ランクを取ることを目標にしてそれを達成できた人だと思う。そ

の成功自体は非常に素晴らしことであり、その結果は誇っていいものである。僕自身、

甲で議論ができたことは光栄なことであった。 

しかし、目的のためだけにしか PDDはしないのだろうか。私たちは、少しはディスカ
ッションが楽しい、面白い、好きという気持ちを持って PDD界に属しているのではな
いだろうか。目的を達成しても、ディスカッションをするときには自然と話したいこと

言いたいことが出てくるのものだと思っています。もし、ディスカッションで誰かに負

けたくないからやっているという理由でもいいと思います。そうであれば、今直面して

いる議論のときに負けたくない相手を新たに見つけましょう。もし、楽しい、好き、面

白いと思っているのであれば、自然と言いたいことが出てきて発言してしまうものであ

ってほしいと願います。そういった意味でもっと３人には発言して欲しかった分残念で

した。 

 
▶ ︎最後に 
	 ちょっと最後の方に感想を直接書いてしまったのですが、兎にも角にも現役の皆さん、

本当にお疲れさまでした。いろんな想いがあったと思います。叶わなかった人もいれば

叶った人もいると思いますが、それぞれが得たものはとても貴重なものだと思います。

最後にも書きましたが、僕はディスカッション界が好きですし、ディスカッションが好

きです。ディスカッションが好きで、ディスカッションするたびに喋りたいことがたく

さんでてきました。そして競技の側面を知り、辛い経験や悩みもたくさんありました。

でもやっぱり最後のディスカッションは楽しいって想いが強かったです。みんなが楽し

いと思えるディスカッションができるように、素敵なディスカッション界になっていく

よう願っています。 


