
春の大セミナー２０１６ 

5th C+テーブル 総評 

ジャッジ：増谷（早稲田４） 諸星（東女４） 

（むちゃくちゃ長くなってしまったけど最後まで読んでくれたら嬉しい！笑） 

【テーブルメンバーと順位】 

１位 中村（明治３） 

２位 村山（青学２） 

３位 繁村（早稲理２） 

４位 尾崎（早稲田２） 

５位 田村（早稲田２） 

６位 柿元（早稲田２） 

７位 塚原（学習院３） 

８位 上林（立教２） 

（上位３名 C+） 

 

【議論の流れ】（文責：増谷） 

オピニオンプレゼンター（以下 OP）には中村のみが立候補し、中村が OP となった。オピ

ニオンシートは体罰厳罰化をプランとする一般的なものであった。以下、議論をASQ、NFC、

Mandate、Solution、DA、Comparison という区分をして解説していく。 

 

＜ASQ＞ 

基本的な Qが続く中、三つのダウトが提示された。 

①尾崎の「体罰の purpose は education しかない」というダウト 

goal は OP に purpose を consider させることであった。中村は、×consider でも特に問

題は起きない、体罰が単なる暴力であるケースもある、といった理由から尾崎の提案を

受け付けなかった。 

 

②尾崎の「私立高校の生徒はプランによって救えない」というダウト 

goal は OP に学校の種類を公立に consider させることであった。「教育委員会は私立高校

に関しては体罰か否かジャッジしない」というのが尾崎の主張であった。中村は公立私

立どちらも含めていることに特に意味はないという理由から、公立に consider した。 

 

③柿元の「possibility to get C/P による M/S は解決できない」というダウト 

goalはOPにM/Sを actually get C/Pに considerさせることであった。中村は possibility



を含める理由の説明を試みたが、理解されなかったため consider した。このダウトは後

のアーギュメントを活かすためのストラテだと考えられる。 

 

＜NFC＞ 

二つのアーギュメントが提示された。 

①塚原の「体罰による苦痛は生徒を良くする」というワラントへの反論 

 村山が all か some か問うと塚原は some と答えた。この質問により体罰は生徒を悪くす

るケースと良くするケースがあることが分かった。村山が OP のスタンス（体罰による苦

痛は悪い）と塚原のスタンス（体罰による苦痛は良い）をカンファメーションした後に

塚原のアイデアは DA であると主張した。ADと DA のコンパリソンにより体罰が良いか

悪いか決めようという提案であった。塚原はこの提案を認めた。 

 

②尾崎の「プラン採択後、体罰をした教員は lose job を避けられなくなる、lose job は深刻

である」というワラントへの反論 

goal は「現状、体罰をした教員は lose job を避けることができること」と「lose job は深

刻であること」のコンセンサスを得ることであった。田村の「誰にとって深刻なのか」、

中村の「どうして深刻なのか」、塚原の「lose job 後、他の職に就いても serious なのか」

といった内容を深掘りする Q が続いた後に、尾崎は無事コンセンサスを得ることができ

たためアーギュメントを下げた。 

 

＜Mandate＞ 

尾崎が「プランを lose job ではなく stop license にしよう」という提案をした。中村の Q

により effect は decrease DA であることが分かるが、AD をある程度大きくしたいという

考えからか尾崎の提案は受け入れられなかった。 

 

＜Solution＞ 

四つのアーギュメントが提示された。 

①尾崎の「教員減少により学校の運営ができなくなる」という×practicability 

「プラン採択後、教員一人あたりの生徒担当人数が増え、最終的には学校が機能しなく

なる」といった内容であった。いくつか Q が続いた後に、繁村の「先生と生徒の具体的

な人数などが分からないと学校が機能しなくなるかは unclear」という主張により議論は

収束した。 

 

②上林の「教育委員会が教員減少を恐れて体罰の判断をしなくなる」という×workability 

「体罰が減らない」という 2nd linkage への反論である。中村が「生徒を救いたい教育委

員会は体罰の判断を行う」という exception を提示した。これにより、教育委員会が教員



を救うケースと生徒を救うケースどちらもあることが分かり、議論が収束した。 

 

③田村の「いじめなど他の暴力問題が増えて根本的解決にならない」という×workability 

「体罰が減っても×AD」という 3rd linkage への反論である。ただし goal が just show

であったため検証されることはなかった。田村は自ら DA に流した。 

 

④柿元の「体罰が減っても physical pain は治らない」という×workability 

「体罰が減っても×AD」という 3rd linkage への反論である。繁村が「体罰を予め予防す

ればそもそも physical pain は起きないのではないか」というダウトを出した結果、柿元

がこれを認め議論が収束した。 

 

＜DA＞ 

五人が DA プレゼンターに立候補した。時間制限を設けず candidate に Q を続けた結果、

このエリアだけで 30 分以上が経過した。村山の「体罰をしたいができなくなる教員」が

DA として選ばれた。 

 

＜Comparison＞ 

OPの中村が最初にAD＞DAを提示した。Dataは「AD: physical pain DA:×physical pain」、

Reason for Warrant は「AD: pain by others DA: pain by themselves」であった。 

繁村がダウトを出そうと試みるも時間切れで終了となった。 

 

【議論全体への評価】（文責：増谷） 

雰囲気が非常に良くコンクルージョン意識も高い良いテーブルであった。また、全員が積

極的に話すなど議論への姿勢も好印象であった。 

以下、気になった点や改善点を述べていく。（むっちゃ長くなったごめん笑） 

 

①DA 決めも時間制限つけよう 

 

②actually、possibility と now、future をきちんと区別しよう 

actually を現在、possibility を未来と訳す人はいないだろう。SQ は未来も含めるので

(potential) student who will actually get C/P in the future（将来体罰を実際に受ける生徒）

という TGもアリ。本テーブルで中村は actually get C/P に consider したが、特に断りが

無かったため、著者は上記のような「将来体罰を実際に受ける生徒」も TG に含まれていた

と認識している。柿元は OP の TGを actually と possibility から actually に consider させ

るストラテを経て、「student who actually get C/P now（現在体罰を受けている生徒）の

既にある physical pain は治らない」というアーギュメントを提示したが、著者は PLAN 採



択によって「将来体罰を実際に受ける生徒」は救えると考えた。このトピックにおいて

future TG の概念は重要であるため言及しておく。 

 

③take consensus、just show はあまり評価できない 

これらは「議論」とは言い難く、評価しがたい。コンセンサスを得たい場合、検証過程で

さり気無くコンセンサスを得ることが望ましい。データのコンセンサスを得たいなら、goal

が stop discussion のロジック検証で、ワラントに行く前にデータに質問、反論を受け付け

てデータを clear にするのが無難である。アーギュメントを突然流されそうになったら「ワ

ラントの前にデータを検証しよう」というのも手である。しかし、データから検証するこ

とが絶対ではないため、アーギュメンターは自身のアイデアを検証してもらえるよう

Reason for warrant を詰めるなどのプレパが必須である。 

 

④介入の速さの意義 

「先発介入」は「後発介入」に比べてリスキーである。考える時間を短くして発言に移行

するため、発言のクオリティが低くなりがちで、妥当性の無い発言をするとオーソリティ

の低下につながる。また、介入が速すぎると「傾聴力に欠けている」と見なされテーブル

メンバーの敵になる。（実際に、田村は繁村の最速の Q から入るダウトに厳しかった。） 

これらを踏まえても先発介入は重要であると著者は考えている。1st や 2nd を思い出してほ

しい。君たちは他者の話に介入できただろうか。ほとんどは一位想定や二位想定の者だけ

で議論が回収されただろう。本テーブルでも塚原のアーギュメントを、最速介入した村山

が一人で流したことがあった。中村は後発介入で村山の QCSの不十分な部分を補おうとし

ているようにみえたが、村山の不十分な QCSがあっさり通り、中村が活躍することはなか

った。（中村は繁村の先発 QCSを後発の C で補強することにはしばしば成功していた） 

これらのことから言えるのは、後発介入を試みてもほとんど喋れずに終わってしまうこと

があるということである。多少のリスクを負ってでも先発介入に挑戦する価値はある。ケ

ースをすることでリスクヘッジはできるし、挑戦から失敗を学ばないと成長はない。仮に

上手くいかなくて発言を奪われたとしても、奪われるまでの過程で有効な発言があればジ

ャッジはそれを評価する。一言も話さずに終えてしまうよりは百倍良いだろう。どんなト

リーターも先発介入を身につけた後に後発介入を身につける。 

 

⑤QCS でアーギュメントを処理する際の QC の重要性 

QC でコンテンツを深掘りしたり、相手を満足させたり、Suggestion のリーズニングの基

盤を構築したりすることが重要である。これらをするのとしないのとでは、Suggestion が

通る確率が大きく異なってくる。流すときも切るときも、「まずは相手のアイデアを理解し、

浸透させること」を意識してほしい。村山の QCS に関しては、「体罰は良い」を何故 DA

で話せるのか説明に欠けていた。「プラン採択後、体罰がなくなる→プラン採択後、良いこ



とがなくなる→良いことがなくなる＝悪い→プラン採択後、悪いことが起きる→DA」とい

った内容を QC で説明できることが理想的である。 

何らかのアーギュメントに対し、「room 認めてるなら下げてください」「all ですか some

ですか？someなら at least 1AD あるので下げてください」「APA の話は APA で話そう」

といった雑な Suggestion が最初から出されたときであっても、何エリアでどう話すか確認

するために内容を深掘りするべきである。そういった意味で内容を深掘りする Q が単発で

はあったものの見られたのは好印象であった。今後は CS につなげることが課題である。 

 

⑥Spike PLAN や Counter PLAN のケース、してますか？ 

（Spike PLAN に関しては、すぐに乗るというのも手だがここでは言及しないこととする。） 

これらのアーギュメントが来た際、皆が口を揃えて言うのは「at least 1AD」である。どう

して at least 1AD でいいのかまで言及してる人をあまり見たことがない。「possibility to 

m/s/b」も同様である。どうして possibility to m/s/b でいいのか言及していない。Spike 

PLAN や Counter PLAN にも possibility to m/s/b はあるはずだ、at least 1AD だってある

だろう。結果、「possibility to m/s/b」や「at least 1AD」を連呼する OP 側、「AD は認め

てるが、AD を大きくしよう（DA を小さくしよう）」と主張するアーギュメンター側によ

る水掛け論が発生する。以下著者の主観だが、OP の PLAN を先に検証することには三つ

理由があると考える。（ただし三つ目の理由の主張はおすすめしない） 

 

１．ナローのコンセンサス（OP 決め→examine OP’s idea→Comparison→CCL） 

「OP の idea をまずは検証する」、「ADと DA があるなら Comparison まで行こう」とい

う強力なコンセンサスがある。極論、オピニオンシート上では「OP が AD を取れない」

というアイデア以外は検証しなくていいことになる。 

２．OP の PLAN も Spike PLAN（Counter PLAN）も m/s/b できるかは unclear 

 「m/s/b とは何か」と問われて「AD＞DA」と即答できない人はセオリー理解が甘い。AD

と DA を比較して AD が DA を上回って初めて m/s/b と言えるのである。つまり、「私の

プランのほうが m/s/b できると思うよ」などと言われても「OP の PLAN も君の PLAN

も ADと DA を比較してないから unclear」と言うのが定石である。 

３．m/s/b の度合いはどうでもいい、つまり OP の PLAN で少しでも m/s/b できればいい 

ルール上、最も m/s/b できる PLAN を選ぶ必要はない（名目上、OP 決めの voting で最

も m/s/b できる可能性が高い PLAN を選んでいることになっているが）。これを意識して

か、「OPのPLANでm/s/bできなかったら君のPLAN検証しよう」という主張が多いが、

これを主張すると結構な頻度で水掛け論が発生する。「確かにナローのルール上そうかも

しれないけど、もっと m/s/b できたほうが良いのは自明の理じゃん、私の PLAN のほう

が m/s/b できると思うからこっちを検証しようよ」と言われやすい。この流れになってか

ら上記の１と２を用いるくらいなら、最初から３を使わずに１と２を用いたほうが良い。 



 

【Counter PLAN トリートの例】 A･･･アーギュメンター T･･･トリーター 

（本来は相手に寄り添ったカンファメーションを挟むのが好ましいがここでは割愛する） 

A「僕の Counter PLAN のほうが AD 大きくなるから、これを検証しよう」 

T「AD を大きくしたい理由って『もっと m/s/b できるから』で合ってる？」 

A「うん」 

T「でも僕、君の PLAN の DA いくつか思いつくんだ、○○とか○○とか。だから、m/s/b

できるか否かは君の PLAN の ADと DA を比較するまで unclear じゃない？」 

A「じゃあ今から僕の PLAN のコンパリをしよう」 

T「いや、ナローイングのコンセンサスに基づき、まずは OP の PLAN を検証するべきだよ。

その後に君の PLAN を検証しよう。後にどちらの PLAN のほうが優れているか、それぞ

れの PLAN の AD＞DA や DA＞AD の数に応じて決定しよう」 

A「そんなことできる時間なくない？」 

T「ないかもしれないけど、どうしても今すぐ君の PLAN を検証したいというなら OP の

PLAN の possibility to m/s/b を完全に否定しないといけない。つまり ADをオールカッ

トするってこと。それができない限り、OP の PLAN に possibility to m/s/b が残り続け

るから、ナローのルールに則って OP の PLAN を先に検証することになるよ」 

 

図式化するとこんなイメージ。 

①まずはオフセットにする      ②ナローのコンセンサスでタイブレーカー 

 （相手の主張を潰す）       （Counter PLAN を検証しないのではなく後回し） 

In terms of possibility to m/s/b,   In terms of Narrowing, 

OP’s PLAN = Counter PLAN        OP’s PLAN ＞ Counter PLAN 

 

        オフセット 

 

OP’s PLAN = ○possibility to m/s/b     OP’s PLAN = ナローで検証すると言及 

Counter PLAN = ○possibility to m/s/b   Counter PLAN = ナローで言及されてない 

 

本来であればすぐに流す前に、相手を満足させるために Counter PLAN の内容などはきち

んと喋らせたほうが良いです。相手が反論してくる度に一度カンファメを挟んだりしたほ

うが良いかも。間違っても自分の Suggestion を強要しないでください。Spike PLAN や

Counter PLAN が来る度に「at least 1AD」や「possibility to m/s/b」を連呼したり、すぐ

に「OP の PLAN で m/s/b できなかったら、君の Counter PLAN を検証しよう」って言っ

たりしていた人、ここまで考えたことありますか？説得力が違うと思いませんか？思考停

止で task 強要してもごねられるだけです。君たち、本当の意味でケースできてますか？ 



 

【個人順位の選定理由＋各ジャッジからのコメント】（文責：諸星･増谷） 

 

１位 中村（明治３） 

オピニオンプレゼンターとして議論の基盤をつくり、コンスタントな介入と的確な C や S

によって議論を推進し、このテーブルで必要不可欠な存在であったため１位と選定した。

特に今回の傾聴力のありつつも議論がしっかりとされるテーブルづくりはオピニオンプレ

ゼンターの中村くんの力が大きいように感じた。中村くんのテーブルメンバーの意見を尊

重する丁寧なトリートは素晴らしかった。アッパーでも十分活躍できる力を持っていると

思うので、アッセンまでは丁寧なトリートに加えて早い介入の仕方を意識して頑張ってほ

しい。（諸星） 

 

流行りの質問を入念に対策していたことで、質問の量を最小限にとどめることに成功して

いた。言葉の定義を変更するといった柔軟な議事進行力も結果的には功を奏したが、それ

は裏を返せば、軸がぶれぶれで他者の提案を頻繁に通していることになっているので諸刃

の剣であることは理解してもらいたい。そういった意味では、言葉の意味をある程度限定

することにもメリットはあるといえる。今後の課題は先発介入。アッセン期は D,D－,C++

を取った人が一位を取る傾向にあるので、彼らに下剋上する手段は質の良い先発介入だと

考える。 

技術なさげなお喋りさんがたくさんアッパーにいってたので、結局技術以上に気持ちなの

かなと思います。もうちょい死ぬ気でディスに取り組んでみ。（増谷） 

 

２位 村山（青学２） 

他者のアイディアに対してのトリートと議論を次に進めるための S をうちテーブルに貢献

したこと、DA プレゼンターに選ばれたことを評価して２位とした。しかしながら、Plan

に入ってからの介入が少なくなってしまったことは残念であった。質の高いトリート力を

持っていると思うので、今後はコンスタントな介入をし、議論を推進する存在になっても

らいたい。（諸星） 

 

積極的な Q、Vague Word が来た時の意味の確認なども評価した。トリートはまだ改善の余

地があるので今後もケースを先輩に見てもらうなどして伸ばしていってほしい。 

QCS に改善の余地があるって言ったけど、不十分でもトライする姿勢はとても大事です。

多分僕のこの総評を読んでQCSの不十分さに気づけたんじゃないかな？でもだいすけがあ

のトリートをしなかったらこの総評にそれが書かれることもなかったわけです。だから不

十分でも挑戦する姿勢は大事！だいすけ本当に上手くなった！成長する君を何度もジャッ

ジできて良かったです。これからもディス頑張ってほしい！（増谷） 



 

３位 繁村（早稲理２） 

他者のアイディアに対してダウトをもち議論の取捨選択に貢献したことを評価した。また、

勢いのある介入によりテーブルを明るくしていた。しかしプレゼンは少し落ち着きのない

ような印象を抱いた。今後はゆっくりとした丁寧なわかりやすいプレゼンを心掛け、議論

引っ張っていく存在を目指してほしい。（諸星） 

 

ダウトやリフュートの提示の仕方も QC から入ることができていて良かった。アーギュメ

ントを二つ対処するなど、コンテンツに強いという印象だった。ただし、介入できるエリ

アが限られているのが課題。アーギュメントやコンパリの際に活躍したいのであれば、そ

れ以外の所を早めに終わらせるためのハンドリング力を養う必要がある。コンパリソンエ

リアで、時間切れでダウトを示せなかったのは勿体無かった。DA エリアに時間制限を設け

ていれば順位は変わっていたかもしれない。 

手を挙げて介入するの、上位テーブルでは大事になってくるから良いと思うよ！ムードメ

ーカーだったね！無理やりキャラ作ってるんだね！！僕と同じだね！！でもそのほうが案

外楽しくなるんだよね！！ほんとアトモス作るのは大事だよ！良い心がけだよ！！目指せ

WRESS のエース！（増谷） 

 

４位 尾崎（早稲田２） 

しっかりとした自分の意見をもち、それを積極的に提案した点を評価した。自分の意見に

対しての理由づけや、それを的確に相手に伝えるプレゼン能力は高いと感じた。今後は自

分の持っている意見をオピニオンシートに落とし込んでみたり、コンパリにまでつながる

Argue としてみると良いと思う。（諸星） 

 

カンファメーション力も評価した。尾崎のカンファメーションで収束した議論もあった。

アトモスも良かった。ダウトに関しては、オプレに対するものが多かったため、今後は他

者のアーギュメントにも積極的にダウトを振るなどして活躍してほしい。 

あと単発の QC やダウトにとどまらないハンドリング力を伸ばしていくとディスカッショ

ンが楽しくなると思うよ！スピーチとかディベートにないディスカッションの魅力ってカ

ンファメーションとかハンドリングトリート、プロシーディングにあるから！！あんま試

ジャッジ来てない割に上手でした！てか絵上手いね。（増谷） 

 

５位 田村（早稲田２） 

序盤から積極的に介入しており、自分が理解できない点は Qや C で理解ができるまでしっ

かりと聞いていた点がよかった。わからない点をしっかりとどこがわからないのか、なぜ

わからないのかを説明することはディスカッションをするうえでとても大事なことなので



今後もその姿勢は続けてほしい。今後は議論を推進する S が打てるように頑張ってほしい。

（諸星） 

 

今後は単発の Q で終わらせずに CS につなげることが課題。アーギュメントは見せただけ

だったため評価できなかった。 

時間が無いからという理由で just show にしてたけど、DA エリアで膨大に時間を割くより

は、自分のアーギュメントを検証させたほうがいいんじゃないかな。自己犠牲の上で成り

立つコンクルなんて悲しいだけじゃない！！アーギュメントをして罪悪感を感じてしまう

ならトリーターになろう！！上位三人の介入が凄かったから結構やり辛かったかもしんな

いけど！必ずしもゴリゴリ系介入がウザいわけじゃありません！鮮やかに自然に笑顔で介

入する人になろう。疲労とか緊張のせいか笑顔と声の大きさが物足りなかったかな？辛い

ことばかりの春セミ期になんだかんだ頑張ってたかとりーぬの姿勢ほんと好きです。（増谷） 

 

６位 柿元（早稲田２） 

ASQ から Q もしており、SOL でも自分のアイディアを提示した点がよかった。またチャー

トがとても綺麗でみやすいことに加え、プレゼンもハキハキとしつつも丁寧でとてもわか

りやすかった。そのプレゼン能力の高さは今後も大きな武器になると思うのでさらに磨い

ていってほしい。介入は自分のアイディアに関することに留まった印象があるので、他者

のアイディアにも積極的に介入し、議論を取り纏め推進する存在をめざしてほしい。（諸星） 

 

五位とは Q 一個分の僅差。単純に介入量でこの順位となった。介入の質自体は悪くなかっ

た。アーギュメントを活かすためのストラテをきちんと成功させていた点も良かった。 

他者の話に介入するプレパ方法としてあげられるのは、他人のアーギュを対処するプレパ、

俗に言うケースってやつです。NFC とか workability のアーギュを皆手馴れてる感じで凄

い速さで回収していくんだけど、実はあれって熱心に練習してできるようになったものな

んですね。他人の話を仕切りまくるの超気持ち良いんで ZAQにもそれを経験してもらいた

いなああ（増谷） 

 

７位 塚原（学習院３） 

NFC でアイディアを提示したり、積極的に介入していこうという意思が伺えてよかった。

しかしプレゼンがわかりにくく、一発で浸透しなかったり、そこから混乱を招いてしまう

場面もみられた。プレゼンは練習したり数をこなすことで必ず改善できるのでアッセンに

参加するのであれば意識して取り組んでほしい。個人的に学習院の子が春セミでこんなに

議論に参加している姿をみたのは初めてであり、頑張っている姿を見れたことがとても嬉

しかった。学習院大学も今後 PDD が盛んになるよう頑張ってほしい。（諸星） 

 



分からないことがあったり、納得できないことがあったりしたら素直に発言してて良かっ

た。誠実に議論をしようという姿勢が感じられて好印象だった。 

今後、後輩にディスカッションを指導することがあるなら、簡単なカンファメーションや

トリート、ハンドリングができるようになるのが好ましいですね！ディスカッションにき

ちんと取り組み始めて間もないのによくC+テーブルこれたね！これからは後輩に教えるこ

ととか頑張ってください！案外教えることが一番楽しかったりするからね！！（増谷） 

 

８位 上林（立教２） 

いくつかの Q と SOL でのアイディア提示ができた点がよかった。しかし介入が少なく、自

分のアイディアに関することの介入のみに留まってしまった。プレゼンもハキハキとして

好印象であったので今後はケースをしたり、他者の話にも介入できるようになると良いと

思う。（諸星） 

 

3rd や 4th 以上に介入は難しかったと思う。そのようなテーブルでいきなりハンドリングや

トリートをやれとは言わない。少し早めに Q を出してみるというだけでも順位は変わりう

る。その Q がある程度できるようになったら、今度は単発で終わらせずに CS につなげら

れるプレパを先輩とやってみるといいだろう。 

僕も二年の時は Q とアーギュばかりしてました。でも 3 年になって他人の話に介入できる

ようになってディスカッションが好きになりました。ゆみも挑戦してみてほしい！僕は上

手くなって初めてディス楽しいと思えるタイプでした。ゆみが今ディスカッションどう思

ってるかは分かんないけど、ハンドリングトリートとかカンファメとかできれば格段に楽

しくなることは間違いないです。先輩にケースのプレパ頼んでみてください。（増谷） 

 

 

【最後に】 

 

まりりん（諸星） 

このテーブルはジャッジとしてみていても非常に好感のもてるテーブルでした。テーブル

メンバー全員が発言し、意見を提示し、それを丁寧にトリートする姿勢がとてもよかった

です。みんなにとって貴重な春休みを費やして春セミに参加することは大変なこともあっ

たと思いますが、私は最後にこのテーブルをみて、みんなが頑張っている姿をみて、「ジャ

ッジしてよかったな」と思うことができました。実力はまだまだ足りない点はあるかもし

れませんが、きっとプレパをすればみんな上手くなり、今後沢山活躍できる子達だと思い

ます。春セミでの結果にとらわれ過ぎず、今後も頑張ってください。 

 

 



ばーど（増谷） 

ものすごく長い総評になってしまってごめんなさい！僕は今後ディス界に携わることはほ

ぼ無いので、最後だと思って後悔しないように色々書きました笑。結構厳しめの総評にな

ってしまって申し訳ないです。追い打ちをかけるようですが、今後のプレパについて厳し

めのアドバイスをさせてください。ディス界のほとんどの人はハンドリングトリートのア

ウトプットが下手です。ランカーはともかく、C++の大半も下手です（僕も C++なんだけ

ど）。ケースのプレパをした気になって実際は全然できてない人がほとんどです。「ケース

してます」と言ってる人の 95%はケースできていません。大抵の人は「知っているセオリ

ー知識を英訳して口に出しただけ」の状態になっています。それはアウトプットではなく、

インプットを無理矢理出しているだけです。「言い方」や「見せ方」が案外大事です。ケー

スしなくても勝てると豪語するのはランクを取っている人の特権です。謙虚に地道に、他

人のアイデアを対処するプレパを先輩にお願いしましょう。この際だからはっきり言いま

すが、自分の話しかできない人はこの競技では歯が立ちません。しかも毎回酷い扱いを受

けてつまらなくなることも多いです（上手い人だと酷い扱いをしないかもしれませんが）。

アーギュのプレパは楽しいけど、実際にアーギュしてみて楽しいと思えることはそう多く

ないのではないでしょうか。ハンドリングトリートのプレパはつまらないし辛いと思うか

もしれないけど、実践できたときは間違いなく楽しいと思います。ハンドリングトリート

がつまらなくなるのはそれに飽きてしまったランカーです。大抵の人たちは努力不足のせ

いでディスがつまらないんだと思います。上手くなれば間違いなく楽しいです。アッセン

ブリーは一位以外価値がありません。アーギュメントを提示するだけで一位になるという

のはありえません。春セミ以上にアッセンブリーはハンドリングトリートが重要になりま

す。特にランクを狙っている人ほどきちんとしたケースをやるべきです。 

 

途中で Counter PLAN のトリート例を挟みましたが、君たちがケースを全くといっていい

ほど理解していないという懸念からです。この春セミ期、task を思考停止で強要する人が

多くて正直萎えました。ツイッターで愚痴こぼしちゃうほどです。 

 

ぼろかす書かせてもらいましたが、これほど気持ち良さそうにディスしていたテーブルは

この春セミ期、ここ以外に見たことがありません！（最後はきちんと持ち上げる） 

このテーブルを最後に見ることができて良かったです。ありがとう！  

質問あれば LINE ID ： toru514 まで。 

 

2016/03/26 


