
Spring Seminar 2016  

5th D- table 総評 

担当ジャッジ 竪石（立教４）   

田中（芝浦工業４） 

 

〈テーブルメンバー〉 

金井（早稲田２）山田（芝工３）大江（上智３）吹田（東大３） 

江澤（青学３）野口（明治３） 

 

〈総評の構成〉 

田中が議論の流れの解説、竪石が順位と選定理由をそれぞれ担当する。総評の内容について

ジャッジと参加者の間に多少のずれが生じている部分があるかもしれないが、ジャッジを

する性質上、許してもらいたい。 

 

〈議論の流れ〉 

 

（Narrowing） 

Narrowing は吹田によってはじめられた。Purpose についての説明が終わったタイミン

グで山田が「Comparison によって何の結論を得るのか」と質問した。選択肢として①

confirm m/s/b for TG ②confirm m/s/b for J/N があげられ、同時に Effectとして「①を選

んだら特に何もないが、もし②を選んだら same TGの Comparisonをせずに本当にm/s/b 

for J/Nと言えるのか Doubtがある」が提示された。山田自身、Narrowingで議論をするつ

もりもなく、ここは吹田が②を選び話しは一旦終わった。 

オピニオンプレゼンターには唯一、立候補した江澤がなった。 

 

（ASQ） 

Topic は C/Punishment、Direction は Prevent C/P である。江澤のオピニオンシートは

普段のものと比べ異なる点が２点ある。１点目は NFCエリアでは Objectionを受け付けず

に T/Consensusのみのアイディアを検証するというものである。２点目は山田の「AD DA 

TG がともに Student の Comparison をやるつもりはあるか」という質問により引き出さ

れた、「２段階 Comparison」である。「２段階 Comparison」とは１回目の Comparisonで



は AD DAがともに Studentの Comparisonを行うことでm/s/b for TGを確認し、２回目

の Comparisonでは AD DAの TGが異なる Comparisonを行うことでm/s/b for J/Nを確

認するものである。 

普段とは異なる Procedureを提示した理由としてそれぞれ江澤より説明がされた。 

 NFCでは Objectionを受け付けず、T/Consensusのみのアイディアを検証する理由は時

間短縮の為である。江澤は「SOHが立証された時点で NFCは担保されているものであり、

議論の余地がほとんどないので、多くの時間を Comparisonに充てたい」と考えていた。 

「２段階 Comparison」を設けた理由は 1st Workabilityへの Objectionを対処するため

である。春セミ期間で江澤は体罰の件数の増減に関して a/l/1の減少だけでなく、planによ

って増加するものも考慮に入れたTotalで捉えなくてはいけないというObjectionを何度か

経験しており、それは自身の Workability の Task にそぐわないものであると考えていた。

だからと言って議論しないのも何なので、AD DA がともに Student の Comparison を設

け、そこで決着をつけたいという意図であった。 

ここで何人かのテーブルメンバーより「二段階の比較でどのように結論を得るのか」「な

ぜ行うのか」等の質問が飛ばされたが、最終的に Comparison 前に話し直すということで

収束した。 

 Problemから ASQ itselfまで特に目新しい質問はされることなく順調に議論は進んだ。

ここまでは Question の被せ合いや、Confirmation の取り合いもなく雰囲気の良いテーブ

ルであった。 

 

（NFC） 

 NFCの議論は大まかに 2つに分けられる。 

・T/Consensusのみを目的としたアイディアの議論 

何人かのテーブルメンバーによって T/Consensus 目的のアイディアが提示されたが、山

田の「今、検証する必要のないものは Objectionを提示する時に検証し直そう」という提案

により山田自身のアイディアを含めた計３つが後回しにされた。金井（早稲田２）と大江（上

智３）のアイディアだけになったので検証時間の削減が実現された。両アイディアの検証も

特に疑いの余地があまりないものであったので T/Consensus 自体はそこまで時間が掛から

なかった。 

 

・吹田の Objection 

最初、吹田よりObjectionを提示する為に room→touchに関する質問がいくつかされる。

OP から回答を受けて、吹田は NFC で Objection を議論するのではなく、「Practicability

前で自身のアイディアを議論する為の新しいエリアを設けたい」と提案する方向に変えた。

吹田の提案を受け入れるべきか否か、この場で提案について検証するべきか否か、

Procedureは何が適切か等、各々が違ったアプローチによりハンドリングしようとしていた



が上手く収束しなかった。最後は吹田自身の「この場で Objectionの検証はしないから次に

進もう」という提案により議論は収束した。このあたりからほぼ全員による Questionの取

り合い、Suggestionの乱発、Before thatによる遮りが目立ち始めた。 

 

 

（Mandate） 

特に記述する点なく次に進んだ。 

 

（吹田の Objection） 

Mandate を確認したあと、NFC でも少し触れた吹田の提案及び Objection を議論した。 

Logicの概要は以下である。 

 

Claim：T/Plan→all DA > all AD…① 

Data：In SQ there are 4 punishment. In APA there is 1 punishment. …② 

Warrant：②→① 

Data of Warrant：In SQ BOE can choose better way. In APA BOE can’t choose. …③ 

Warrant of Warrant：③→① 

Data of Warrant of Warrant：J/G lose way to m/s/b for J/N…④ 

Warrant of Warrant of Warrant：④→① 

 

とても見づらいものになってしまい申し訳ない。 

 

テーブルメンバーがそれぞれ「どのような内容なのか」「どの手順で話すのか」「本当に話

す必要はあるのか」等、ここでも Question の取り合い、Suggestion の乱発、Before that

による遮り、Procedure の乱立が始まる。議論として成り立っていない時間がしばし続く。

その中で大江より以下について質問がされる。「そもそも、OP が吹田の提案（吹田の

Objectionを議論する為の New areaの設置）を受け入れなかったらどうなるのか？」選択

肢として①×get AD ②lose time ③others ④×T/Pがあげられ、②と④が選ばれる。この

質問により OP は半ば強引に×follow suggestion を選び議論を終え次に進もうとするが、

他のテーブルメンバーの質問や提案により停滞する。痺れを切らしたかのように野口より

「OP は New area を設置するつもりもないし、吹田も OP の意志に沿うと言っている。

様々な提案やプロシが提示されているが get ADまでは共通しているのだからこの話しの続

きは get ADした後にしよう」と提案され、テーブルとしてこれに従うことにした。 

 

 

 



（Solution） 

Solutionでは大江と金井の２つの Objectionが提示された。 

 

・大江の Objection 

Claim：×Workability 

Data：In SQ A/L/1 C/P decrease…① 

 Warrant：①→×Workability 

 Data of Warrant：There are AD in SQ and APA. So ×UQ…② 

 Warrant of Warrant：②→×Workability 

 

大江のアイディアを要約すると次のようになる。「過去に体罰に対して４つ処罰が設けら

れた。その際に少なくとも１つ以上の体罰はなくなった。そして、今 OPの planによって

処罰を免許剥奪のみにしようとしている。恐らくこの planによって少なくとも１つ以上の

体罰はなくなる。この“１つ以上の体罰がなくなる”という点において UQ がないので×

Workabilityである」だったはずだ。×UQ→×Workabilityになる理由はテーブルで一切話

されなかったので不明なままであった。 

 このアイディアが提示されてからテーブルメンバーは Workability のどの点に反論して

いるのか、OPのスタンスと比較しながら議論を進めていった。しかし、大江は OPのスタ

ンスによって自身の Objection のスタンスも変わると言い結局どこに反論しているのかわ

からないままだった。「Workability で OP は何を立証したいのか」と質問をして外枠から

攻める者もいれば、「理解する為に Objection を検証しよう」と提案する者もいて、テーブ

ルの方針が決まらない状態が続く。少しずつ質問や大江の説明によりアイディアが「a/l/1 

ではなく Totalを救わなければいけない」というものだと理解される（議論の中では 100％

all TG＝solveとも言われていた）。時間ばかりが過ぎていく中、山田より「結局どこで議論

したいのか？①2nd Linkage ②3rd Linkage ③Comparison」（③は江澤により加えられ、

同時にもし③を選ぶなら提案があるとも言った）という質問がされた。大江は③を選び、江

澤が提示した「2段階 Comparisonの中で議論できるからそっちで話そう」という提案を承

諾した。 

 

・金井の Objection 

 Claim：Even if C/P decrease, we can’t get AD. 

 Data：if C/P decrease, bullying will increase…① 

 Warrant：①→can’t get AD 

 Data of Warrant：M/S remain…② 

 Warrant of Warrant：②→can’t get AD 

 



金井の説明途中で３時間を迎えてしまい、議論は終了した。 

 

〈順位〉 

１位 江澤（青学３） 

２位 大江（上智３） 

２位 野口（明治３） 

４位 山田（芝工３） 

５位 金井（早稲田２） 

６位 吹田（東大３） 

 

〈選定理由〉 

１位 江澤（青学３） 

議論が混沌としているなか、議論を前進させる提案をし、かつオピニオンプレゼンターとし

ての役割をある程度果たしたことが理由として挙げられる。議論中、江澤のカンファメーシ

ョンは、混沌としたテーブルの状況下にも関わらず、多くの人々を惹きつけるようなもので

あったため、その浸透は大きいものであった。それは江澤の発言の内容に正当性があること

はもちろん、常に笑顔で話すという江澤の人柄にも起因するものであったと考える。 

 

２位 大江（上智３） 

混沌としたテーブルに打開策を導くための質問をしていたことや、ソリューションのワー

カビリティにて、アーギュメントを出し、活躍したことがこの順位に大きく関わる。しかし

ながら、江澤・野口に比べ、議論の進行に大きく影響するような決定打を打てたわけでは無

かった部分が、１位には繋がらなかった大きな要因であろう。 

 

２位 野口（明治３） 

混沌とした議論の行く末に大きく影響するような発言が見られたことがこの順位にあたる

理由である。ただ、江澤と比較し、議論全体への貢献度が低く、かつ大江に比べ、議論の内

容の深掘りをしなかったかことから、相対的にこの順位にとなった。 

 

４位 山田（芝工３） 

議論への参加姿勢や、自らテーブルを動かそうと試みた姿勢がこの順位に繋がったと考え

る。積極的な姿勢は見られたものの、その発言の質の低さや、テーブルへの浸透具合を考慮

した結果、上位３名の方が相対的に議論に貢献していたと判断することができるため、４位

という順位に落ち着いた。 



 

５位 金井（早稲田２） 

金井は、議論の行く末がわからなくなり混沌としたテーブルに対し、話の終着点を見据える

にはどの要素が必要かを確認する発言が見られた。その発言が議論を動かす一つのターニ

ングポイントとなり、貢献したと考え、５位という順位とした。ただ、議論への参加姿勢が

限定的であり、積極的な姿勢が見られなかった点が、こうした順位に落ち着いた結果である

と考える。 

 

６位 吹田（東大３） 

吹田は議論を深ぼるためにアーギュメントを提示し、新たなエリアを作り、議論の展開を図

ろうとした。しかし、テーブルの方向性として、吹田の提示した論点を検証するのではなく、

いつ話すのかという部分に着目し過ぎた。最終的に吹田の提示した論点は検証されること

なく後回しとなり、他のメンバーの貢献度と吹田の貢献度を比較すると最下位としてふさ

わしいと考えたため、６位となった。 

 

 

〈コメント〉 

お疲れ様です！議論の流れでは厳しく書いてしまいましたが、各々が出来ることを全力で

やろうとしていてよかったです。僕から 2点言いたいことがあるので書かせてもらいます。 

1点目はイグザミナーに向けてです。テーブルを通して「相手が何を言いたいのかを理解

しようとする姿勢」が足りなかったように思います。確かに Objectionをぱっと見た時、エ

リアタスクに沿ってないように見えてしまうのもわかります。ですが、もっとアイディアを

ちゃんと聞いて理解してあげたら、実は相手は自分が思ってもみなかった理論で反論して

いるかもしれません。議論の面白さはそのような発見にあるのではないかと僕は思います。 

2点目はアーギュメンタ―に向けてです。残念ながら今回のテーブルでは内容について触

れることなく、後回しにされることばかりでした。これはイグザミナーだけの問題ではなく

アーギュメンタ―の問題でもあります。もし、自分の中で自身のアイディアが正しいと本当

に思うなら変なところで妥協するべきではないと思います。吹田の all DA > all ADのアイ

ディアにしろ、大江の×Workabilityにしろ、本当にそう思うのなら全力でテーブルとぶつ

かってほしいです。真摯に議論に取り組む姿が見たいです。 

みんなもっと上手くなると思うのでこれからも頑張ってください！ 田中健太 

 

 

お疲れです！春セミの風物詩が見れた感じで、なかなか面白かったです笑 

今回のテーブルでは議論が混沌としたなかで、いかに人々からの信頼を獲得し、浸透率が高



い発言ができたか否かで議論への貢献度合いが変わったと考えられます。そのため、人々か

らオーソリティーを獲得するためにはどうしたら良いかを考える必要があるでしょう。相

手が信頼を自分に対して向けてくれるようになるには、何が必要なのでしょうか。日常会話

の中で、なんでも話せる友達と話している光景を頭に浮かべてください。その相手は、どの

ような人物だからこそ心を開いて会話をできるのでしょうか。もしくは、誰かと話していて、

この人ならば信頼できると思ったシーンを思い浮かべてみてください。なぜその人に対し

て、そのとき信頼を向けることができたのでしょうか。オーソリティーをつけるためにはな

にが必要かを各々が考え、アッセンブリーに向けて是非とも精進してほしいと思います。 

立教大学 竪石祐希 

 


