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5thD Table 2総評 

 

ジャッジ：永原（明治４）、藤巻（WESA４）、桑原（UT４） 

 

【テーブルメンバー】 

西山（慶應 3）、真船（WESA3）、東野（立教 3）、北田（立教 3）、伊藤（立教 3）、

岩崎那（青学 3） 

 

【議論の流れ】（文責：桑原） 

 ※我々ジャッジの理解とテーブルメンバーの理解にはズレがあるかもしれま

せんが、その点はご容赦ください。 

 

  伊藤の愉快なナロウイングから始まったこのテーブルの雰囲気は大変良いも

ので、6人全員の間に最後なのだから楽しく議論を深めたいという意識が共有さ

れていたように感じられた。6人全員がオピニオンプレゼンターに立候補し、彼

らのマンデートはすべてこの春セミ期にポピュラーであった体罰に対する厳罰

化であったが、時間をコンパリソンに割くために、伊藤のプロシージャーは

Cause,NFC,Direction の各エリアを、西山と岩崎のプロシは NFCをカットして

いた。また東野と真船のプロシは 2 回のコンパリソンを行おうというものであ

った。その後北田が自分のプロシをオミットすると同時にテーブルの全員のイ

ンテを汲む形でひとつのプロシを提案した。その理解と修正に若干の時間を費

やしたものの、最終的にはひとりのオピメ候補者となっていた北田のプロシが

投票で選出された。そのプロシは一言で言うと 2回のコンパリソンをして、msb 

for TG とmsb for JNの双方を確認しようというものであった。 

  こうして始まったディスカッションでは、Harm や AD の定義と確認が速や

かに行われ１つ目のコンパリソン、すなわち体罰を受ける生徒の苦しみ（AD）

と体罰への厳罰化が行われた世界で生徒に生じた苦しみ（DA）を比較して msb 

for TG を確認するステップに突入した。ここでは真船の提示した、APAで体罰

が減少したことにより増加するいじめによる生徒への身体的苦痛という DA が



選ばれコンパリソンに移行した。 

  １つ目の AD＞DAのロジック案は北田、真船から提示され、当初のコンセン

サス通り投票によって 1 人目のアイデアプレゼンターを決定、真船のアイデア

の検証が始まった。そのアイデアは、先生によって与えられた苦痛の方が生徒

によって与えられたそれよりもそのパワーの大きい分 TG 自身で回避すること

が難しいためより深刻であるというものであった。ここではパワーという言葉

が筋力のような身体的なものと権威という非実体的なものの両者を表していた。

それに対して、生徒によるいじめにおいても、いじめっ子に両方の意味でのパ

ワーを認めることができるのではないかという疑問を岩崎が提示し、これをも

とにしたオブジェクションを展開、以降のディスカッションではこのオブジェ

クションの扱いを巡って議論が終始することとなった。 

  北田の質問から真船のロジックのデータセンテンスの視点は生徒なのか事実

なのか、また伊藤の質問からデータセンテンスを否定するためにはどの程度の

量で反証をすればいいのか、といった論点がテーブルに登場した。それぞれ、

生徒視点であることが、最低でも 1 ケースという反証ではなくて大半がある性

質を持っていると言うことが必要ということが結論となっていたと見えたが、

テーブルで何がコンセンサスなのか、またその理由はなぜなのかがしっかりと

は確認されないまま進み、地に足のつかない議論がだんだんと顔を覗かせてき

たように思われた。 

  この後、岩崎の反論は自分のアイデアに対してインダイレクトであるが故に、

先生の社会的地位による権威と、生徒間のスクールカーストによる権威にユニ

ークネスを探し出し、それを元にどちらがよりパワーが強いかプライオリティ

を立てようというアイデアが真船から提案された。しかし、その後ユニークネ

スとはどのようなものなのか、何が社会的地位足りうるのか（生徒間の権力格

差も社会的と呼べないのか）、といった点を巡り議論が混乱する時間が続いた。

またダイレクトなオブジェクションとインダイレクトなオブジェクションとい

う言葉も連呼されてはいたが、その意味も明確にはされなかった。社会的地位

の意味として、actual か否かという回答が真船から提示されたが、その表すと

ころが明確にテーブルメンバーに理解されていたかどうかもかなり怪しいと思

われた。また、この後身体的パワーの話はどこかへ姿を消したと思われる。 

  途中、最初に定めていた１つ目のコンパリソンに割く時間の上限が来たため

この後どうするか、という話が生じたが、西山のサジェスチョンによりこのま



ま最後まで TG；Student同士で比較するコンパリソンを続け、take/plan or not

の結論をとろうということが決まった。その後真船と岩崎のアイデアの検証の

仕方に話は戻り、最終的には北田のカンファメーションと西山のサジェスチョ

ンによってテーブルが再び動き出し、ひとまず上記のユニークネスを探すこと

となった。 

  ユニークネスを探す過程で、岩崎の質問から、体罰による生徒の苦しみは

actual な先生の権威に基づくが故に、生徒はその苦しみを正当なものと思いこ

み自ら回避することがより困難であるためその分深刻であるとの真船の見解が

引き出された。 

  しかしここで今話している内容が真船のロジックのワラントセンテンスにも

突っ込んでいるのではないかとの東野の指摘から、現在の議論の位置付けが再

び確認されることとなり、北田と真船のカンファメーションによって、まず先

生の権威といじめっ子の権威のユニークネスを探し出し、次にそのユニークネ

スがハームの深刻さにつながっていることを確認し、それぞれの繋がりの強度

を比較した上で真船の元のロジックのデータセンテンスを結論付けようという

道筋が再び確認された。 

  そこで伊藤が真船のロジックは AD＞DAを立証しようとしているのに対して、

岩崎の論は証明されても AD＝DAを証明するにとどまるものであり、扱う必要

がないのであるから真船のロジックを何はともあれ検証しようとのサジェスチ

ョンをし、岩崎のカンファメーションもあって採用された。その後真船のアイ

デアの検証を始めようとしたところで時間切れとなり、春セミ最後のディスカ

ッションは終了となった。 

  このテーブルは和やかな雰囲気で始まったものの、徐々にテンポアップして

いき、そして結局は発言のほとんどがテーブルに落ち着かずに、何の検証もな

く終了してしまうこととなった。この代に顕著であると言われた遮り行為が見

られなかったことは評価したいが、議論の手順へのカンファメーションが果て

しない数打たれるという混乱した事態に至ってしまった理由のひとつはみなの

プレゼンの不完全さにあったと思われる。 

  詳しいリフレは以下に譲るが、１つだけ言いたいのは、こだわりを持って英

語を使用してほしいということである。英語を使用している時の我々の理解力

は我々自身が思っているよりさらに低い。説明の一部を省略してしまうと、日

本語でなら何となく察せるような場合でも英語では上手く理解できなくなって



しまう。またタチが悪いのは、議論をしている側では何となくでも理解できて

いる気になってしまうことである。従って、発言では SVO を必ず省略せず、動

詞の選択にはひと工夫を入れてほしい。TG feel the educational effect of 

corporal punishment.と haveではなく feelを使えば VPの所在を明確にするこ

とができる。我々は ESSの一員であるし、丁寧な英語を使うことでプレゼンの

浸透も、ひいてはテーブルの進行も安定するはずである。 

 

 

 

【全体へのコメント】（文責：永原） 

全体のコメントということで、今回の議論において触れておきたいナローイン

グにおけるオプレ決定とコンパリソンについて書かせてもらうが、コメントな

ので自分の主観を多く含んだリフレのようなものと思っていただきたい。 

 

①ナローイング 

今回ナローイングにおけるオプレ決定に 40分を費やしたが、そのほとんどは北

田の提示したプロシージャーの修正と理解であった。参加者全員がオピニオン

シート（以下オピシ）を提示する中で、最後のテーブルなのでコンパリソンに

行き密のある議論をしようという参加者の意図を汲んで出された北田のプロシ

ージャー（以下プロシ）に 40分かかってしまったのは残念なところである。な

ぜなら、どのようにコンパリソンへ到達するかの方法を決める、いわば議論の

前段階ともいえるエリアに全体の約 4分の 1の時間を使用してしまったからだ。 

プロシが提示されて以降、気になるところを質問し提案の形で修正するという

流れがみられたが、この時点で北田のプロシの扱いがテーブルの中で定まって

はいなかった。その後、北田のプロシをオプレ立候補者として扱って最終的に

投票で決めようという伊藤の提案が通り、北田のプロシは候補の 1つとなった。

この提案自体は北田のプロシの扱いを定めるいい提案であったが、自分のオピ

シをオミットし北田のプロシに乗りたいという参加者の思いがテーブルの雰囲

気として表れていたため、ナローイングにおいて北田のプロシ理解に必要以上

に時間をかけてしまったといえる。 

また、オプレ決めに時間をかけすぎてしまうのはこのテーブルに限った話では

なく、自分が担当した他のテーブルでも頻繁に見られた光景である。根掘り葉



掘り引き出しても選ばれるオピシは 1 つなので、時間を無駄にしないためにも

オプレ決めの際に引き出すべき内容が何かを見極める必要がある。個人的には、

①結論に直結する内容 ②他のプロシとの進め方の相違点 の 2 つだと思って

いる。①とは例えばプロソルの一部のタスクを変更してそのエリアでの結論を

出そうという場合やコンパリソンを 2 回行って結論を出そうとしている場合な

どであり、②とは新規のエリアを加えている場合やニュープロなどの場合であ

る。この 2 つはこれから自らが行う議論において多大な影響を与えることであ

るので多少明らかにしておく必要はあるが、その他のことに関してはオプレ決

定の際に決定打となるようなものがない場合に相違点を見つけるために引き出

す程度でいいと考える。 

今回なのであれば、生徒同士のコンパリソン①と、生徒と先生のコンパリソン

②のそれぞれの結論とそれが最終的にどう政策決定に影響を及ぼすか、という

伊藤の質問などはあるべき質問だろう。 

 

②コンパリソン 

まず先に明言しておきたいことがある。今回 2 回のコンパリソンをすることが

決まったが、その内容とは①生徒を用いたm/s/b for TG のコンパリソン ②先

生を用いたm/s/b for J/N のコンパリソンであるはずだった。しかし①のコンパ

リソンにおいて使用された生徒（＝DA）は、APAで体罰が減少することにより

増加するいじめによって精神的苦痛を抱くというものであった。この DA を用

いてm/s/b for TG という結論を導くことができるのか考えてもらいたい。そも

そもコンパリソンでm/s/b for TG を実現するには、SQにおける TGがもれなく

APA で DA を被る必要がある。今回いじめにより精神的苦痛を受ける生徒は確

かに一定数いるかもしれないが、それが AD と同じ質量であるという検証はな

されておらず、いわば他のDATGを用いた通常の 3impactコンパリソンである。

Student というラベルだけで見たら同じかもしれないが、取り出している部分

は別であり、m/s/b for TG の議論はなされていないということを理解してほし

い。 

今回約 2 時間を 1 つのロジックに費やした。真船のロジックに対する岩崎の反

論が早い段階で提示され、議論が深まるかと思いきや岩崎の反論をどのように

話すかに終始してしまい、時間切れとなってしまった。細かい内容については

触れないが、大切にしてほしいのは「相手の意見に真の意味で傾聴し、議論す



ること」である。真の意味での傾聴とは、ただ相手の話を耳に入れるだけでな

く相手の意見の内容を精査し扱うことである。それを無くして相手の意見をテ

ーブルでうまく扱えるわけもなく、今回のテーブルが 1 つのロジック検証で終

わってしまった原因でもある。 

またこの代の傾向としてロジックから離れて議論することが多い。しかし、三

角ロジックは PDDにおける基本であり、意見を浸透、検証するために最も適し

たツールである。そのため、地に足がついた議論がしたいのであればロジック

に基づいて議論を進めることを推奨する。 

今回のテーブルであれば、岩崎の反論がインダイレクトであるという真船の主

張が出た際に、なぜインダイレクトなのかをそれぞれのロジックのデータセン

テンスに戻って 1 つずつ詰めていくことが必要であった。なぜならダイレクト

かインダイレクトかの明確な指標がテーブルに落ちておらず、また岩崎のロジ

ック検証の際に真船から出てきたアイデアを真船のロジックに当てはめること

を行っていなかったからである。そのため、議論が地に足つかず決定的な提案

や反論が出てこなかった。だれか１人でもロジックに基づいて議論しようとす

る者がいればこのテーブルは変わっただろう。 

 

 

 

【順位と選定理由】（文責：藤巻） 

 

１位 岩崎（青学３）Dランク 

 真船の C/P>Bullying のロジックに対して積極的に反論を行い対立軸を作っ

た点、また結論に貢献する C が多かったためこの順位とする。アトモスも良く

反論を展開できていたことはテーブルで唯一の存在であった。しかし、自分の

反論がダイレクトなのか、どう検証するかという部分でかなりの時間を割いて

しまい、結局反論の是非ないしはテーブルコンクルを得られなかったことは反

省してほしい。基本的に QC と反論しかしていないが、今後は前に進める S を

上位テーブルでも打てるようになるとさらに良くなるであろう。 

とはいえ、小セミで見学者テーブルにいながら春セミ本番で D ランクをとった

ことは素晴らしいことであり、今後も青学を引っ張っていってく存在として頑

張ってほしい。 

 



２位 真船（早稲田３）D－ランク 

 まず最初に述べておくと１位とは本当に僅差であった。テーブルの中心とし

て、自分のm/s/b for studentというコアの下、C/P>Bullyingのロジックを展開

した点を評価したためこの順位とする。発言数も一番多く、テーブルに必要な

存在であったことは間違いないが、結局のところ自分のロジックの dataセンテ

ンスに多くの時間を割いてしまったことや、有効な発言が発言量の割に少なか

ったが１位との差になった。岩崎が出した反論をどう議論するかという方法論

でテーブルが終わってしまったことは反省してほしい。また、ワードチョイス、

チャートはきれいだが内容がわかりづらいことが多く、そこも真船の改善点の

一つだと感じた。 

とはいえ、これまでの成績は素晴らしいものであり、このテーブルでもオー

ソリティーは非常に高く、スキルも一番あると感じたため、この悔しさをばね

にアッセンでは頑張ってほしい。 

 

３位 北田（立教３）D－ランク 

 全員のコアを組んだ変則的なオピニオンシートを提示し、オピニオンプレゼ

ンターに選ばれ議論の土台を作ったことを評価し３位とした。また、議論を落

ち着けるカンファメや、真船・岩崎のクラッシュをどう解決するかを提示した

チャートはテーブルへの貢献につながっていた。一つ一つの発言の質は非常に

高かったため、実力は十分にあると感じた。だからこそ、議論中盤に介入量が

大きく減ってしまったことは非常にもったいないな感じた。オプレとして議論

を前に進める意識をもっと持ってほしかったし、中立的な立場での介入という

テーブルに欠けていた存在になれなかったことが上位との差につながった。 

とはいえ、北田の人を巻き込むプレゼンや雰囲気作りは上手いと感じたし、小

セミ春セミと安定した成績を残していたことから、今後も強い立教を維持する

ために努力してほしい。 

 

４位 西山（慶應３）D－ランク 

 m/s/b for TG を結論にしてこのまま議論を続けようという発言など、議論を

前に進めようとする S を打っていたことを評価した。しかし、如何せん介入量

が少なかったことからこの順位となった。また、真船の『C/P を禁止すると

Bullying が増える』という論理に対して反論があることを示していたものの、



後で話すと自分で引いてしまい結局その議論がなされることがなかったことも

もったいないなと感じた。後で自分が話したいことがあるのであれば、岩崎の

反論を速く終わらせるためにもっと介入してほしかったし、反論は検証して初

めて価値があるものだということを認識してほしい。 

 とはいえ、プレパ環境もなかなか充実しない中、慶應久々のランカーとなっ

たことは本当に評価されるべきことであるし、今後もこの流れを断ち切らない

ためにプレパ・後輩育成をしてほしい。 

 

５位 伊藤（立教３）D－ランク 

 介入量が上位４人と比べ少なかったためこの順位とした。しかし議論終盤に

打った、AD>DAのプライオリティを岩崎の反論があってもつけられるという S

は有効な発言であったので今後はこのような発言が議論全体でできるようにな

ってほしい。 

 アトモスはかなり良く、人を巻き込む力はあると思うのでこのランクにふさ

わしいディスカッサントになれるよう努力してほしい。 

 

６位 東野（立教３）D－ランク 

 質問を積極的に行い介入したことを評価した。しかし、基本的に自分の理解

のための Q・C であることが多く、テーブルへの貢献度は上位５人と比べて劣

っているためにこの順位とした。 

とはいえ、プレゼンはわかりやすく、チャートもきれいだと感じたため今後

はそれを伸ばしつつ、上位テーブルでも有効な介入ができるように努力してほ

しい。 

 

 

最後に 

 みなさんお疲れ様でした。望んだ結果が得られた人はおめでとうございます。

この 5thD テーブルはみんなアトモスも良く、話のかぶせあいもあまり見られず

好感が持てました。しかし、議論を深める・先に進めるということに関しては

改善の余地があるのではないかと思います。反論が出た際に方法論を話すこと

に多くの時間を使ってしまったことや、先に進める S が出なかったことは、皆

のスキルを知っているだけにもったいないなと感じました。また、この代は互



いの実力が拮抗していることもあり、今回望んだランクを貰えた人もアッセン

に向けてきちんと驕ることなくプレパしてほしいなと思います。逆に言うと望

んだランクを取れなかった人も、努力すればアッセンで逆転することは十分に

可能です。現役の最後まで頑張ってください。期待しています。 

 


