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1. 議論の流れ  文責：鈴木侃太（明治４） 

  

まだまだ議論を評価できるほどではないですが、今回 D テーブルにて行われ

た議論の流れを解説していきたいと思います。 

 

Narrowing & Voting (26min) 

 大森のナローイングを皮切りに議論がスタートし、吉田がナローイングに対

して「タスクを加えたい」という発言が行われた。内容は「エキシビジョンテ

ーブルより良いディスカッションをしよう」というものであり、全体の士気を

上げるものとなった。 

 ナローイング終了後、大森、吉田、金、川崎の４人がオピニオンプレゼンタ

ーとして立候補をし、吉田が体罰促進、それ以外が体罰禁止のオピニオンシー

トを提示した。相違点を明確にする Q から voting へと移行したが、大森と吉田

に均等に票が割れた。吉田により、「direction が異なるため、まず direction を

決めるコンパリをしよう」というサジェスチョンが出された。それに対し川崎

が異なるアイデアがあると付け加えたが、大森がオピニオンシートを取り下げ

ることで停滞を避け、吉田がオピニオンプレゼンターとして選ばれた。 

 

 

 

A.S.Q (26min) 

 SQ は各々が基本的な情報を確認することによって時間を欠けず、最低限必要

な情報を拾っていた。Problem では、大森と川本の Q により体罰に対する吉田

の考えを引き出し、Harmにて川崎と大森のQによりTGの範囲を明確にした。

また Cause では、星野が objection の根底を共有し、ASQ を 26 分で終了した。 
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NFC (19min) 

 NFC に入ってからは星野により objection が出された。内容は「体罰は幾分

か良い側面があり、これは日本政府の見解であるため、体罰が良いか悪いか不

明なままでは touch すべきでない」というものであった。ここで星野が強調し

ていた点は、quality of judgment であった。R/J/G が、昔体罰が認めていて、

それを現在は認めていないということに関して、R/J/G の方がたくさんの AD と

DA を考慮している、そしてこの問題に関してスペシャリストであるという根拠

の元、体罰の良し悪しを判断する質が R/J/G の方が上回っているということで

あった。そして要求は go next するには V/P-us で体罰に関して good>bad とい

うプライオリティを立証しなければ少なくとも余地はないということであった。

これに対し、川崎、川本、大森がアウトラインから Q をし、大森による「マイ

ナスを認めている上で、プライオリティを今立証しなければならない点の必要

性が薄く、NFC のタスク上 indirect である。プライオリティの話は吉田が話し

たい論点であるから、コンパリソンにて話そう」というサジェスチョンの元、

星野が objection を取り下げ議論が収束した。 

 

Plan Side (45min) 

 プランサイドに入ってからは Practicability にて川本が、Workability にて大

森が objection を提示した。 

 

 川本のアイデアはマンデートが体罰の元、暴力を生み出してしまうケースが

発生し、教育として日本政府は目的意識が教育につながる可能性が高い方法を

選ぶべきであるという主張であった。目的がない体罰が暴力であり、これは刑

法で認められておらず、それを認可することは日本政府として許されないとい

う説明の後、大森、星野、吉田により検証に入っていった。まず吉田から、「怒

鳴りつける行為は教育以外の目的が強い時があるが、これは objection として受

け付けるか」というダウトの投げかけがあったが、川本の中では法律の存在が

キーファクターであり、目的のない怒鳴る行為には法律が存在しないが、目的

のない体罰には法律が存在するため、objection とは受け付けないという回答が

返ってきた。吉田の詳細なリンケージを確認する Q から川本が自ら objection

という形式を辞める代わりに 2 つの点においてコンセンサスを取りたいと切り

替え、川崎のカンファメーションによりコンセンサスの内容が浸透した。1 点目
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は DA としての存在である。これは V/P-teacher において体罰の目的が教育で

あっても、V/P-student においては実際に生徒の行動を改善するという目的が達

成されていない人を TG としたものであった。もう一つは体罰において本当に

educational effect (to improve students’ behavior)があるかがunclearであると

いうものであった。前者に関してはすぐ受け入れられた。後者は金、大森の Q

により吉田の意思と相違がないことがないことが判明し、議論が収束した。 

 

 大森の objection はマンデートにより生徒が SQ より悪くなることと、体罰に

より生徒の改善を妨げてしまうことがあるため、M/S は AP の方が深刻になる

ため実効力がないという内容であった。これに対し吉田、星野のカンファメー

ションにより大森のアイデアは some TG に基づくものではあるものの、吉田の

TG の定義が教育したいけどできないというものであるが故に、一人の先生の中

で生徒が改善されたケースと改善されないケースが存在する限り M/S は無くな

らないこと、T/P によっても改善されないためより強い M/S を得てしまう先生

が存在することが根底にあることが浸透した。これを受け川崎のどのように話

したいかという Q に対し、大森は「最終は QL コンバリソン」というスタンス

が明らかになった。これを受け、金と吉田がタスクに沿った上でカンファメー

ションを行い、吉田が「教育目的の体罰が実現できなかった先生と一人の先生

の中で教育できたケースとできなかったケースが存在するパターンは共に DA

として話す余地がある」という確認の後、大森がタスク上の議論を避けるため

に自らのアイデアを DA で出すため objection を取り下げ、議論が収束した。 

 

DA (20min) 

 DA 決めに入ってから、星野により「コンパリソンで話す論点を、体罰の良い

影響と悪い影響の話に限定しよう」というサジェスチョンが出た。前述の

objection を受けたサジェスチョンであったが、川崎、川本、金の Q により吉田

の論点に沿っていることがわかり、大森の M/S の話も体罰による悪影響ならば

話せることがわかったこともあり、全員が同意した。 

 DA としては、川本、金、川崎、大森が立候補し、大森が teacher を定め、残

り 3 人が student を提示した。吉田の提案により、大森の TG は教育という目

的が達成されなかったものに限定され、川崎と大森の DA が同票を得て残った

が、再投票において川崎が DA プレゼンターとして選出された。 
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Comparison (44min) 

 コンパリソンに約 40 分を残した状態で入り、吉田のアイデア検証の途中で議

論が終了した。 

 吉田のアイデアは、AD は体罰を与えておりこれは良い影響であるが、DA は

体罰を受けており悪影響であるという元展開された。星野、大森の Q により吉

田が何を元に良し悪しを図っているか確認され、吉田の土台の元コンパリソン

が行われることが明らかになった。吉田はまず生徒にとっての悪影響を集め、

投票によって一番深刻なものを抽出し比べるという展開をイメージしていた。

ここにおいて大森が、比べる基準が不明確なため具体例の提示を要求し、吉田

が AD は行動を変える力、DA は暴力的になることを取り上げ、AD は本能的で

あるのに対し、DA は問題解決において暴力を頼るようになるという論理であり、

本能>論理というコアを引き出した。このアイデアと m/s/b for J/N のつながり

は、社会的ルールに従うか否かというものであった。これを受け大森、金によ

り「まず悪影響と m/s/b for J/N につながる J/Criterion を集め、その後 voting

により最も悪影響なものを抽出し、m/s/b とのつながりを証明したのちコンパリ

ソンに移行しよう」というプロシージャーが引かれた。大森は吉田の土台であ

る follow social rule の上で逆のプライオリティがあることをすぐさま提示した

のに対し、メンバーの中で何 J/Criterion として扱われるべきか、抽出すべき要

素はどういったものがふさわしいかという吉田の土台を確認する Q がなされた。

時間の問題と解釈の困惑からか、川崎が follow social rule で結論を出そうとい

うサジェスチョンが出されたが、結局大森の「もし他の人が出さないのであれ

ば、自動的にそうなるわけで、他の人が出たらそこを考えれば良い」という指

摘の後、大森のアイデアが唯一となり吉田のアイデア検証に移行した。 

 吉田は動物調教の evidence を用い、餌を食べつくしてしまう犬を体罰により

従わせることで餌をあまり食べなくすることに成功したという動物実験の結果

を data の根拠においていた。これに対し、金が「evidence で証明したいことは

動物を体罰で従わせることなのか、動物に体罰を与えることで本能を抑えるこ

となのか」というアイデアの根底を確認するカンファメーションがなされ、体

罰を使って will を弱らせる、または忘れさせることが data で証明することとい

うことが浸透した。金はこれを受け「本能を抑えることが生徒の行動を改善す

ることにつながりはないのでは」というダウトを投げかけたが、「人間も動物で

あるから改善につながるケースもある」という回答によって流された。また大
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森が、「体罰を得て本能的にマイナスシチュエーションを恐れてしまい、良い影

響を生み出さないケースがあるがこれは objection に成りうるか」というダウト

の提示を行ったが、吉田からは「objection には成りえない」という回答を受け

た段階でディスカッションが終了した。 

 

 

 

2. 個人総評  文責: 江口裕大 （青学 4） 

 

春セミお疲れ様です。  

僕からは順位と個人評価を書かせてもらいます。 

 

1 位 大森（立教 3） 

議論を円滑に進めるための中心的な役割を担っていた。特にコンパリソンでは

吉田のアイデアを話す手順をまとめ、テーブルに提示していたところを評価し

た。ただ、大森が持っていたダウトをオピメの「そのダウトは受け付けない」

という発言で取り下げたのは反省するべき点である。非常に難しいことではあ

るが、基本的なスキルが高いからこそ、コンパリでのダウトや反論を、どのよ

うにすれば話せるのか、どのような論点に落として議論すべきなのか、といっ

たスキルを伸ばして欲しい。 

 

2 位 吉田（東大 3） 

オピメとして体罰を肯定するユニークなアイデアを持っていた。だからこそコ

ンパリでは自分のアイデアを立論するために、より深くアイデアを練っておく

必要があったと思われる。特に Social rule という抽象度の高い概念を浸透させ

るのは非常に難しいものなので、プレゼンやアイデアを工夫してほしい。 

 

3 位 川崎（立教 3） 

コンスタントな QC と S を評価した。川崎のカンファメーションの質は非常に

高いものと評価しており、普段のテーブルでは C にとどまらず S を出して議論

の中心的な役割を担うことが多いが、今回のテーブルでは議論を動かす決定的

な S がなかったことが悔やまれる。S が乱立した場合、より良い議論をするた
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めの S を考えることを心がけてほしい。川崎に対する話ではないが、今年目立

っていたのが S を潰すための S、誰がその S を通したかの奪い合い、これらは

勝負をする上で仕方ないところではあるが、他の面で競争しようとする人が増

えることを望みます。笑 

 

4 位 金 （獨協 3） 

コンパリソンでの視点の良さは非常に良いものであった。常に懐疑的な視点を

持って議論を深めることは大切なので続けてほしいものではあるが、どのよう

に議論に落とすかという工夫が必要だと思われる。ロジック検証や、論点提示

などを用いて自分のアイデアを議論できていれば、より良いものであったと思

われる。 

 

5 位 星野 （東大 3） 

結論を得るための方法を考えて出した S は評価できる。また、その S の必要性

を示す理由も考えられていたのは非常に良かった。ただ、方法だけにとどまら

ず、アイデアを持っていれば、NFC でその S が通らなくても、コンパリでも十

分活躍できたと思うので、柔軟に対応してほしい。 

 

そして何よりアトモスがよい。 

 

6 位 川本 （立教 3） 

workability でのアーギュを通して自分のアイデアを提示していたところを評

価した。消極的な介入ではあったが、視点のいいものばかりであったので、5thD

テーブルといえど、コンスタントに発言できるようになれば結果も変わってく

るであろう。5th テーブルのみならず、他のテーブルで川本を評価できる面は

多々あったため、それが今回発揮できていなかったのが悔やまれる。これから

のディスカッションで川本の良さを出せることを望む。 

 

 

 

 

3. 全体総評  文責：馬場嵩士（東大４） 
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本番のクロージングで話したことの繰り返しになりますが、⑴5thD テーブル

全体の総評と、⑵これから議論をする上で意識してほしいことについて書かせ

ていただきます。 

 

 

⑴ 6 人に向けた総評 

 

このテーブルの特徴として 3 点挙げられます。 

 

①「全員が議論に参加していたこと」 

当たり前といえば当たり前のことかもしれませんが、ランクが決まる最後の

議論において、全員の気持ちが切れることなく各々が自分の役割を見つけよう

と議論に参加していた姿が見受けられました。その中でも介入の質や量の差に

よって前述のような順位付けはなされていますが、極端に点数が低い

discussant がいなかったことが全員参加の議論がなされたことの証であり、勝

負の場でこのように全員参加の意識が実現したということは評価に値すること

だと思います。 

 

 

②「発言の遮りが無かったこと」 

これも discussant としては当然の態度でしょう。しかし春セミ期間を通じて

自らの順位のために発言を遮るということが常態化し、さらに過年度の春セミ

最終テーブルを見ても発言の遮りとその応酬によって最後の議論を気持ちよく

終えることができなかった人が無数にいたということも事実です。そのような

中で最後のテーブルを、発言の遮りによってではなく、自らの発言の質やその

伝達スキルによって勝敗を決しようという心意気で 3 時間を終えることができ

た 6 人のテーブルメンバーには敬意を表したいと思います。 

 

 

③「Suggestion によって順位が決したこと」 

②と関わる点です。基準説明会の時にも多少触れましたが、Q や C の点数よ

りも S の点数は高いです。それはある論点の話し方を示したり論点の取捨選択
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を行い議論の効率化を図る、などの効果がある S という行為が議論の進行に重

要な貢献をするからで、単に質問をするだけ、確認をするだけの行為よりも尊

いという価値判断が基準局によってなされたからです。皆さんよりも１つ先輩

でしかない傲慢な基準局員が「あらゆる Sが通るように議論を進められる人が ’’

上手い’’ discussant であり、現役には我々が考える ‘’上手い’’ discussant になっ

てほしい」という期待が基準の一部として組み込まれていたということです。

しかし春セミ試ジャッジ期間では、その期待を現役に上手く伝達することが出

来なかったためか、なかなかその期待に応えてくれる議論は見られず、むしろ

②で述べたような発言の遮りや意味もない介入(ムダ Q ムダ C)を繰り返すこと

によって他の人と微小な点差をつけて勝とうとする(または結果的にそうなって

しまった) 議論が多く見られたことが少し残念ではありました。 

しかしこのテーブルでは S を通すのにどれほどの貢献ができたかという点に

よって上位の勝敗が決まり、基準が想定する理想の議論の１つの形を示してく

れていたため、この議論はとても評価に値するものであったなと感じることが

できました。 

 

※議論には「進度」と「深度」の 2 側面があり、その両方を評価するという基

準ですが、鈴木の書いた全体の流れからもわかるように、「深度」に関してこの

テーブルでは時間不足によりあまり議論がなされていなかったため、ここでは

「進度」についての言及のみとなっています。 

 

 

 

①～③まで、当たり前のことを書いたつもりですし、6 人の中には僕と同様に

「なんか当たり前のこと書いているな」と感じた人もいたのではないでしょう

か。そして当たり前のことを実現することの難しさもこの春セミ期間で学んだ

ことと思います。D テーブルを戦ったこの 6 人は最後の議論において、少なく

ともいくつかの当たり前を(たったの 1 回ではあるが) クリアしたことですし、

僕は皆さんにD⁻ランカー以上が付与されるに相応しい力があると思っています。

この戦国時代にランクを得ることが出来たことの重要性や意味を考えつつも、

自分が勝ち取った結果に誇りを持っても良いと思います。 

もちろん、あのテーブルを振り返ってみると後悔や改善点、課題などが沢山
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見つかると思うのでそれらを克服するよう努力してほしいと思いますし、基準

の押し付けではない、皆さん個人が考える「理想の議論」をこれからも追い求

めてほしいと思います。 

 

 

⑵全体に向けて 

 

6 人に向けては⑴で述べたので、⑵では春セミ期を通して全体に向けて感じた

ことを述べたいと思います。 

 

 

 皆が同じオピシを書いて、同じエリアで同じ質問をして、同じ答えが返って

きて、同じレイアウトのチャートを提示して、(実質)同じアーギュメントを出し

て、同じ S が打たれ、同じような時間ゴネて、同じように S を取り合い、同じ

エリアで議論が終了する…。この春セミ期間、何回同じ議論を予定調和的に行

ってきたのでしょうか。同じような議論を一番多くこなしてきた人が一番効率

よく同じ議論を回収できて、同じような順位を取る…。誰の議論を見ても何と

なく同じに感じてしまう…。 

  

  

春セミが勝負の場であることを考えると、内容面においては、周りと同じオ

ピシを用意した方が皆に選ばれやすいのは事実ですしオピシが画一化してしま

うというその一点に関しては戦略上仕方のないことだと思います。実際、昨年

も一昨年も同じ現象は起きていました。 

 それにしても同じチャートや同じ(無意味な)Q が連発する事態が超多発して

いたのは、個々人が「考える」というステップを軽視しているからなのではな

いでしょうか。 

 

例えば、この期間よく見るチャートがありましたね (get C/P から lose job ま

での流れが示された 3-4 つのディバイド、ディビジョンが書かれたあの
．．

チャー

ト)。あれを使うことで同じごちゃりを数え切れないほど経験してきたことと思

います。しかし「考えて」そのチャートに工夫を凝らしたり、そもそもそのチ
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ャート自体を使わずに説明してみるなどの対策を講じた人は何人いたでしょう

か。 

 結局選ぶつもりのないオピメ候補者、DA 候補者によってたかって無数の質問

を投げつける集団は、本気で「考え」て、本心から質問に対する答えを各候補

者に求めていたのでしょうか。 

他人の話が終わる前に発言をかぶせる行為、話が終わる 5 秒前から挙手して

発言権を予約する行為は、どのような行為が議論の円滑化に貢献するのか、ま

たはどのような反応が相手の発言内容に対する最適な対処なのか、ということ

を「考え」た上での行為だったのでしょうか。 

 

 

結局これらの例からは「考えて議論(行動)せよ」というチンケなメッセージが

導かれるのですが、その際にもう 1 つ気にしてほしいことがあります。それは

「ディス界で主流とされている行為、先輩から教えてもらったものが正解だと

は限らない(むしろ不正解の方が多いかもしれない)ので、自分でその行為をコピ

ペする前に何が自分にとって正解なのかを一度見直すべきである」ということ

です。不正解の良い例として、「メナイ」とか「サッチナ」などがありますよね

（笑）。 

 

 

ディスカッションは「守破離」が大事だといいますが、皆さんの多くは「守」

に留まっているように思えます。それでもある程度楽しめるのかもしれません

が、「破」「離」のステップの方がディスカッションは確実に楽しいでしょう。

一段階楽しい「破」のステップを踏むためには思考することが欠かせないので、

今一度自分の議論(内容面、形式面の両方)がどうであるか、どのようになるべき

かについて再考してみてはいかがでしょう。 

 

 

 

 最後になりますが、総評を発表するのが僕のせいで非常に遅くなってしまい

ました。大変失礼いたします。春セミお疲れさまでした！ 


