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０.	 はじめに 

 
	 まだまだ議論を評価するほどの実力はありませんが、総評という形で書かせていただき

ました。拙い理解力であるために、ジャッジとしての理解が参加者の方々との理解とずれ

ている部分があるかもしれませんが、そこは競技の性質上、ご容赦いただけたら、と思い

ます。 
	 参加者へのアドバイスだけでなく、この総評を見てくださった方への学びにもしていた

だきたいと思い、他のディスカッションにも活かせるように書いたつもりです。 
あくまで僕の主観ですので、鵜呑みにすることなく、自分のなかで一度しっかり考えてい

ただき、腑に落ちた部分だけ持ってかえっていただければと思います。 
 



 
１.議論の流れ 

 
①Narrowingにおいて、勝が日本政府のスタンスに関して言及。AD＝DAのときに日本政
府が政策を採択しない理由は、日本政府はリスクを取ることをためらうからである、とい

う意見をテーブルに投げかけた。40分をかけて、勝の意見の理解、論点抽出にテーブルメ
ンバーが奔走し、どこまでをコンセンサスにするかが徐々に見出され、収束した。 
	  
②オピニオンプレゼンターとして、鈴木（明治３）、斎藤（立教３）、勝（法市３）、室井（WESA
３）が立候補した。全員が臓器移植に関するオピニオンシートであり、それぞれ普通とは

若干異なる要素が含まれていた。Narrowingでの議論を踏まえ、主に勝のオピニオンシー
トへの質問に時間を割き、最終的には 30分を費やして、勝がオピニオンプレゼンターとな
った。 
 
③OP が勝に決定してから、アウトラインの理解に時間がかかった。論理的なつながりが
見えにくかったからであろうか、理解のための介入や論理の欠陥をつく介入など、発言の

チャンスが多く、発言権争いが起き、テーブル全体が焦っていた。Harm エリアでは、話
を理解していないメンバーがいることが誰の目にも明らかであったのも関わらずその発

言・挙手が無視されるという事態が起きていた。テーブルに中心がなく、各々が各々のア

プローチで話を進めようとした結果、お互いに足を引っ張り合って時間を浪費した。基本

的な能力が高いメンバーだけが集まるテーブルに特有の流れがこのテーブルでも起きてし

まった。 
 
④NFCでは、室井・斎藤がアーギュメントを提示。主に室井のアーギュメントの理解に時
間を費やした。その場で考えたアーギュメントだったからだろうか、伝えたい内容・意図

がプレゼンのたびに少しずつ変化していき、テーブルメンバーがそれに振り回されていた。

ASQからの緊迫した雰囲気は変わらず、各人が焦り、他者の発言を遮る、なかったことに
するといった行為が横行し、アッセンブリーで重要視していた相互尊重という概念からは

程遠いテーブルとなった。結局話は収束せず、３時間が経過し、結論は取れなかった。 
 
この流れに沿って、議論を４分割した上で、議論の詳細を振り返るとともに、後学のため

になるポイントをいくつか指摘させていただく。ただし②に関しては特筆すべき点はない

ので割愛させていただく。 



 
2.Narrowing での議論 

 
《議論の詳細》 

 
	 室井の Narrowingに対し、Comparisonの形式は 1AD vs 1DAか all AD vs all DAなの
かという勝の問いが投げられた。これに対し室井が、Comparisonを用いて結論を得るこ
とは Narrowingで言及するが、形式に関しては OP次第なので unclearにするという形で
収束させた。 
	 続いて勝が、AD=DAのときに政策を採択しない理由に関して、一つの理由として日本
政府は政策決定の際にリスクをとることをためらうことをコンセンサスにしたいと主張。 
	 勝の最終的な意図としては、政策決定においてリスクは考慮するべきであり、それを考

慮した形として普段とは異なる形式の Comparisonを行いたい、というものであった。 
	 しかしながら、勝の最終的な意図を含めた意見を理解しようとする者、Narrowingにお
いてやるべきことを確認しようとする者、リスクそのものを考慮する必要はないという検

証に近い意見を提示する者、が同時に発生し、どれも間違った発言ではなかったが、お互

いの方向性で勝の議論を収束させようとした結果、うまくまとまり切らず、話が次から次

へと流れていき、clearになった部分、unclearになった部分が判然としない時間帯が続い
た。 
	 結果として、良い質問・介入は各テーブルメンバーに見られたが、実行力を持ってテー

ブルを動かしたのは主に室井であった。しかしながら、出てきた話をすべてまとめて収束

させたわけではなく、室井のアプローチが相対的にまとめようとする姿勢が見られたため

にテーブルを動かせただけであった。 
 
 

《注目すべきポイント》 
 
３つ挙げさせていただく。 
 
①	 日本政府のスタンスに関する話 

 
	 今回のディスカッションでは、Comparisonにおいて AD=DAのときに政策を取らない
のは、日本政府がリスクを取りたがらないからである、という話が出たが、このような日



本政府の政策決定の前提はとても重要な考え方である。普段のディスカッションではでて

こないかもしれないが、しっかりと思考して準備しておくと、コンセンサスとして様々な

形で利用できる。PDDで当たり前とされていることに対してなぜそうなのか、という問い
を投げかけ、自分なりの答えを見つけることをしておくと、より深みのある議論ができよ

う。 
 
	 以下に一例としてそのような問をあげてみた。各自考えてみてほしい。 
 
・どうして taskがmake situation betterなのか。他のであるとどうなるのか。昔から
ずっとこの taskだったのだろうか。 
・どうして comparisonをする必要があるのか。現実の議論で実際にやるのだろうか。 
・practicabilityで真に話されることとは何か、どうあるべきか 
・Directionエリアはなんのために存在しているのか 
・NFCの Dataセンテンスは本当にいつでも真なのだろうか 
・PDDは功利主義に基づいているのだろうか。他の考え方はないのか。取り入れられ
ているのだろうか。取り入れるべきだろうか。 
・どうして OPが存在するのか、一人でなければならないのか。 
・どうして 1AD,1DAで比較するのだろうか。それでいいのだろうか。それでは問題が
あるとしたら、既存の枠組みでどのようにうまく妥協するべきか。 
 
などなど。 

 
②	 テーブルをまとめる姿勢 
 
	 今回のディスカッションで最初から最後までかけていた役割が、ヒートアップするテー

ブルを落ち着かせ、出て来た意見を浸透させ、適切な方向へ導く役割であろう。 
	 理解の段階なのか検証の段階なのかは最低限テーブルで共有するべきであり、両者が同

時に話されると停滞が起きる。停滞が起きていたらこれを必ず確認する癖をつけておくと、

効率的に議論を進めることができる。 
	 また、今回のように、周りが各々の言いたいことを言っていて、傾聴の姿勢が見られん

かったときに、どのようにしてテーブルを収束させるべきかについて簡単に一つのやり方

を提示しておく。 
	 まず、ある意見に対して全員が理解しきっていないのに検証が始まっている場合は、理



解を優先するようにする。理解が整っていないと正確な検証をすることはできない。この

ときのポイントとしては、あなたの反論を理解するためにもまず土台の理解を統一させて

ください、と伝えることである。誰かの意見を話すためには少なくとも◯◯を確認してい

なければならない、という指摘は拒否することが難しいので、有効活用していただきたい。 
	 次に、テーブルが加速したら、いったんあえて黙る、ということである。ヒートアップ

している中に同じペースで突っ込むと、火に油を注いだようにしか思われず、どんなにい

いことを言っていても結局聞いてもらえない可能性が高い。聞いてもらえないからといっ

て焦ってどんどん発言すると泥沼にはまることは多い。 
	 そして、「自分がこうしたい」ではなく、「他のテーブルメンバーがこうしたがっている」

と伝えることである。なぜこれが有効かといえば、ヒートアップしているテーブルはほと

んどの場合、自分はこうしたい、という意見しか出ていないので、他者の視点を理由にす

ることで、自分のためではなくテーブルのための発言となるのである。このときのポイン

トとしては、誰か一人に肩入れしないで、みんなのやりたいことをきちんと確認すること

である。こういうシーンほど Confirmationが響くことはない。 
	 最後に、上と関連するが、新しい視点・意見はすぐには絶対に出さないこと。理由とし

ては、複数の意見がテーブルで流れていってしまっているので、そこにさらに情報を追加

しても聞いてもらえない、頭に入らないのが普通であるからである。いったんテーブルに

でてきた意見を確認・浸透させたあとで、自分の主張を発するのが良い。 
 
	 上記の流れを時系列でまとめると、 
 
	 ヒートアップする 
→いったん黙る 
→今何をすべきか（どの発言の理解または検証なのか）を掴む 
→議論をまとめようとする発言をしている人、あるいは理解のための介入をしている人と、

検証のための介入をしようとしている人を見極める 
→理解のための介入をしている人がいることをテーブルに伝えるとともに、検証のために

はまず理解が必須であることを伝える 
→全員の言いたいことを簡単に確認する 
→ひとつずつ終わらせる 
 
といった形になるだろう。③でこれから伝える内容も踏まえて実践していただきたい。 
	  



 
③	 レベルの高いテーブルほど基本に忠実に 

 
	 プレイヤー、ジャッジとしての経験上、上位テーブルでないがしろにされがちな基本事

項を改めて簡単にまとめておいた。当たり前のことばかりではあるが、常にそれを体現す

ることは難しい。今後こういったテーブルが組まれる機会は数少ないと思うが、わざわざ

読んでくれた方が来年以降の大会などで同じような状況にならないよう、後学のために記

しておく。 
 
・チャートに落とす 
・空中戦になったときは clear unclearを確認する 
・柔軟な発言、迷路に入りそうなら goalと effect 
・曖昧な単語は、自分の理解を過信せずに def.を詰める 
・脱線を防ぐためにもしっかりと procedureを示して浸透させる 
・すべての発言に対し、理解できているか、何か意見があるかを確認する 
・いまやるべき taskを確認する 
・わからなくなったら、みんなが分かるところまで戻る 
 
補足しておくと、上位テーブルに来られる実力のあるメンバーは、これらのことを普段

は体現できているために、わざわざ意識せずともスムーズに進むことが多いのである。

しかしひとたび理解のズレなどが起きてしまうと、経験上それでもうまくいったので

各々が自身の認識を過信してしまうからこそ、ひどい停滞から抜け出せなくなることも

あるのである。	  
 
 
 

３.ASQ での議論 
 

《議論の詳細》 
	  
	 すでに 1時間 20分が経過した状態で勝のオピニオンシートの検証が始まった。ASQエ
リアに入る前に、勝のオピニオンシートのアウトラインを確認した。 
 



	 リスクとはなにか、どこで話すのか、どう話すのか、に関しての確認に時間が割かれた。	 	  
	 勝が想定していたのは、リスクの議論は Comparisonエリアで行うこと、そしてリスク
を考慮したことを担保して結論に影響させるという意味で、DA＞ADのひとつの priority
をあらかじめ立てた状態で通常通りの Comparisonを行うというものであった。つまり、
AD＞DAというアイデアが最低２つは立論されていないと政策を採択するという結論に至
れないということである。リスクの話が最終的にどう結論に影響するかはテーブルで共有

されていたが、 
	 ①勝の Planがリスクを持っているのかどうかをどのエリアでどう議論するのか  
	 ②リスクの話の落とし所として Comparisonのやり方を勝の言うような形式に変えるこ	  
	 	 とは本当に適切か 
といった、Narrowingから出てきている論点に関してどう扱うかでテーブルが停滞した。 
①については、Mandateで確認したいグループ、Comparison前に確認したいグループ、
Comparison中に確認したいグループなどが存在し意見が乱立した。 
	 ①に関して、江口（AGU3）は、AD=DA、DA>ADなら政策を採択できないのはテーブ
ルメンバー全員の共通見解なのだから、AD＞DAのアイデアがひとつ立論されて初めてリ
スクの議論をすべきで、それまではわざわざリスクの議論をする必要はないのではないか、

という鋭い指摘をした。しかし桑原（UT３）が、②について、Comparisonのやり方を変
えることは認めてもいいが、どう変えるかに関しては議論の余地がある以上、その進め方

は適切ではないのではないか、と指摘し、再び議論が振り出しに戻った。最終的に、室井

が OPはどうしたいのか、という質問を投げかけ、Comparisonの前で議論したい、と答
えたので、それで議論は収束した。しかしながら、何が議論されたのか、その中で結論と

してなにが clearでなにが unclearなのか、そしてそのように結論付けた論理的な根拠は
なんなのかが不明確であり、テーブルメンバー全員が理解しているとは言い難い状態での

収束であった。 
 
	 開始から 1時間 50分が経過し、ようやく ASQの検証に移った。 
	  
	 Harmエリアにおいて、riskの議論をスムーズに進行させようと、室井が AD＞DAとな
りうるアイデアを示したものの、これまでの議論の収束のさせ方に不満を抱いていたから

であろうか、テーブルメンバーには全く受け入れられずに終わった。 
	 室井の提案の中身は、「精神的苦痛の原因は死であるのだから、死という側面は harmに
含まれるのではないか、もしそうだとしたら失われる権利の数や TGの生存率で AD＞DA
と言えるのではないか」というものだったと認識している。内容として論理的な妥当性が



薄いこと、そしてそもそも今ここでその話をする必要性が無いと判断されたのであろうか、

テーブルメンバーに聞く耳を持たれず、結局 priorityが置かれることはなかった。 
	  
	 Causeエリアにおいては、なぜ脳死者への臓器移植の強制をしてはならないのかを、リ
スクの観点から確認した。 
	 脳死者への臓器移植強制 
→人権侵害を訴える暴力的なデモの発生 
→日本政府が日本を統治できなくなる 
→日本崩壊 
これらを避けるために、強制をすべきではない、という意見が確認された。 
 

《注目すべきポイント》 
 
ここでは１点だけ指摘しておく。 
 
▼不用意な S 

 
	 Suggestionはテーブルを前進させられるので、通れば大きな貢献である。しかし通らな
かったときはいくつかのデメリットが存在することは覚えておいていただきたい。今回の

ケースで言えば、室井の Comparisonに関する Sが該当する。 
 
①オーソリティーが下がる 
	 よくわからない発言をした人物、しそうな人物という印象が付く 
	 一度切った経験から、次からも軽視しやすい 
 
②テーブルのアプローチの幅が減る 
	 ザツに打った Suggestionは、同じ主張の Sを後で繰り返して通すのが難しくなること
がある。具体的には、NFCでのアーギュメントに対して、すぐさま DAで話そうと提案す
る場合、最終的にそのアーギュメントが DAになるものだったとしても、切った側は乗れ
ないと宣言した手前、同じような Sには乗りにくくなってしまい、別な流し方でアプロー
チしなければならなくなるケースが考えられる。自分のザツな Sが周りの首を絞めること
になったり、逆に他のテーブルメンバーの不用意な発言によって自分のアプローチの幅が

狭まることがあるのを認識しておいて欲しい。 



 
	 上記の２つが代表的なデメリットである。自分で Sを打つときは、確実に通すつもりで、
盤石な QCをしてもらいたい。また他のテーブルメンバーがザツな提案をしようとした際
には、それをなんらかの形で止めるか、またはサポートする形で提案に乗せきるといった

身の振り方をして、効率的に議論を進めて欲しい。 
 
 

４.NFC での議論 
 

《議論の詳細》 
 
	 斎藤、室井がアーギュメントを提示した。 
	 斎藤のアイデアは、確かに APAでデモが発生する可能性はあるが、現状維持をしたとし
てもデモが起きるリスクはあるから、オフセットである、というものであった。 
	 室井のアイデアは、OPのスタンスに関係するものであった。日本政府がリスクを考慮
しなければならないとわざわざ主張するということは、OP自ら room to make situation 
betterを否定していることになるから touchする必要がない、というものであった。 
	  
	 ほとんどの時間を室井のアーギュメントの構造の理解、そして OPの勝の意図とのズレ
の理解に費やした。 
	 勝の主張は、make situation betterを判断する際には riskを考慮する必要があるとは言
ったが、roomがないとまで言っておらず、riskを考慮したとしても AD＞DAの priority
を二つ以上立てて政策を採択できる、というものであった。 
	 室井の主張は、riskが通常の ADDA Comparisonよりも優先されるべき、というアイデ
アが必要であり、 
・そのアイデアが存在する→通常の ADDA Comparisonを検証せずとも、riskが優先され
るのだからこの段階で planは取らないという結論が得られる 
・そのアイデアが存在しない→riskの話そのものをする必要がなくなる 
というものだったと認識している。 
	  
	 テーブルメンバーが理解を統一することなく、またそれぞれの主張に論理性が感じられ

なかった（発言者の中ではあったのかもしれないが、テーブルに浸透しきっておらず、ま

してやジャッジとしては判断しにくく、論理が通っていたようには受け取れなかった）の



で、これ以上の言及はしないでおく。 
 
	 ３時間が経過しディスカッションが終了した後も、テーブルメンバーが日本語で議論の

流れや主張の確認をする中でも齟齬・認識のズレが多々見られたので、総評を読んだ方も、

何が議論されているのかがはっきりわからないところ、論理的な妥当性がないのではと疑

問に思うところがあるかもしれないが、ジャッジもテーブルメンバーも同じような感覚を

持っていたと思っていただきたい。それだけ混乱・停滞していたということである。 
 

《注目すべきポイント》 
 
終始議論が混乱しており、原因は、相手の話を聞こうとする姿勢、混乱が起きた時に新た

な意見をあえて主張しないという選択を取り混乱を解消しにいく姿勢が欠けていたことに

あるので、これといって指摘したいことはない。テーブルをまとめようとする姿勢に関し

てはすでに言及してあるのでそちらを参考にしていただきたい。 
 
 

５.最後に 
 
	 珍しく傾聴力が欠けたテーブルであり、またファイナリストの選定も難しかった。誰一

人として積極的に推したいと思えるメンバーがいなかったのが本音である。上位のメンバ

ーの動きをふりかえってみると以下の通りである。他人の発言をなかったかのようにし、

論理的に見えないプレゼンテーションをする室井、軸はテーブルに提示したものの自分か

ら積極的にテーブルの中心となって議論を引っ張ろうとはしない勝、介入の質は高く、そ

の場その場で最も適切な発言をしていたものの介入量の少なさからテーブルの中心には決

して止まることのできなかった桑原、江口、鈴木。これでは推しにくいのも当然であろう。

詳しい内容は個人総評に譲ることにするが、各自反省していただきたい。 
 
	 などと厳しいことを書きましたが、改めて甲テーブルお疲れ様でした！！そしてプレイ

ヤーもこれで引退ということになります。もうこれからは本気でディスカッションをする

ことはなくなり、ぶつかり合う怖さや緊張感、勝ったときの高揚感、負けたときの悔しさ

などなどを感じることはなくなります。これまで学んできたこと、経験してきたことを後

輩に還元して、よりよいディスカッション界を作っていってください。後は任せました！ 
 



個人総評	 

文責：織田	 

	 

【個人順位】	 

	 

1.室井(早稲田3)	 

2.勝(法市3)	 

3.桑原(東大3)	 

4.江口(青学3)	 

5.鈴木(明治3)	 

6.齋藤(立教3)	 

7.木島(立教3)	 

8.椿(明学3)	 

9.田中(芝工3)	 

	 

【選定理由】	 

	 

田中：介入する姿勢が殆ど見られなかった。1stを勝ち抜き掴み取った大舞台であったが、

実力を発揮することなく終えてしまったという事実を真摯に受け止め、次世代を担う後輩

の教育に努めてほしい。	 

	 

椿：議論が停滞している状況でCによる理解度の統一という点でテーブルに貢献できていた

が、介入量が少なかった。意見が氾濫していた今回のテーブルでは間違いなく必要とされ

ていた内容であったため、残念である。今後の成長と後輩の育成力に期待しています。	 

	 

木島：口頭での介入が多く、自身の論点をテーブルに落とせていなかった。チャートを使

うなど時間をかけてテーブルに浸透させられるよう努めるべきだった。ここまでの成長は

目を見張るものがあり、努力を成果に結びつけられたことを誇り次世代の教育に寄与して

ほしい。	 

	 

齋藤：議論の収拾がつかなくなったとき、発言権が奪われかけていたとき、手を挙げ積極

的に議論に参加し、健全な議論にしようとしていた姿勢に好感がもてる。しかし、Sの内容



が本質に訴えかけるものではなく、結果採用されるに至らなかったためこの順位となった。

躍進を遂げた立教大学の中心として、今後もディス界を盛り上げていってほしい。	 

	 

鈴木：論点を収集しまとめあげる質の高いCや、そこから自分のアイディアに派生させよ

うとする姿勢は十分に感じられたが、他者の介入に対し発言を差し控えること多く、結果

中途半端で終わり意見を浸透させきることができなかった。内に秘めた熱い想いを後輩に

伝え、育てていってほしい。	 

	 

江口：テーブル必要とされていた進行を促すQやSは江口が起点であることが多かった。し

かし最終的に採用されるには至らず、発言がテーブルに与えた影響は低いと言わざるを得

ない。素早いダウトの提示や状況判断能力ははとても高く、その能力をこれからのディス

界へ還元していってほしい。	 

	 

桑原：深い洞察力をもち、意見の本質を見抜く能力に長けていた。論理の矛盾を指摘し、

議論の種となるアーギュメントに落とせていたことは評価できるが、検証に至らずそれを

開花させることができなかった。プレゼンにおいて時間を操作することは、発言が乱立す

る上位テーブルでは不可欠な能力である。癖のない真っ直ぐで高度な思考力を生かし、今

後もディス界の発展に貢献していってほしい。	 

	 

勝：アイディアを形にし、議論の土台を作った。新たな観点からコンパリソンに疑いをか

け、定義や方法を変更しようとする姿勢や、OPとして議論の中心に居続けたことを評価す

る。しかし、過程における論理性の欠如や議論の落とし所が曖昧であること、Qへの応対だ

けで議論を望む方向にもっていこうとする姿勢が見られなかったなど課題も見られ、混乱

を生む要因になってしまったことは反省すべきである。既存の枠に捉われず、変えていこ

うという姿勢は現在のディス界に必要とされており、存分に伝えていってほしい。	 

	 

室井：積極的に介入しQCSを駆使して議論を進めようと努め、また自身のアイディアをベ

ースに柔軟な反論を行っていた。発言のタイミングや間の取り方をコントロールし自己の

プレゼンスを高め、アーギュの検証から議論の中心を担っていたのは室井であった判断し、

ファイナリストに選定した。しかし、焦りからか傾聴力に欠け、普段見られないようなミ

スも散見し浸透度も十分だったとは言えない。関東の代表としての自負を持ち、ディス界

を牽引していってほしい。	 

 


