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①．議論の流れ 

 

この部では、議論の前半部分の流れに関して記述する。毎年、5thD-テーブルは“戦

場”と呼ばれるほど鎬を削りあうテーブルと言われていたが、このテーブルはそんなこと

がなく議論開始時から良い雰囲気であった。ディスカッションがスタートし、オピニオン

プレゼンターに 5人が立候補した。各立候補者に対して、コアを引き出す質問や UQを見

つけ出そうとする質問がいくつか飛び交い、結果として篠原(青学 3)がオピニオンプレゼン

ターとして選出された。オピニオンシートの検証が始まると、橋本(法市 2)を中心に情報を

引き出す質問が投げかけられていった。C-PLinkageにおいて、藤原(早稲田 3)が ADを取

るためにはどんな状況を実現しなければならないか？という質問をし、1.To decrease 

Number of C/P.が必要であるということが明らかになった。この質問は、のちに本議論に

おける最大の論点になる藤原の反論のための戦略的な質問であることが明らかになる。(こ

の部分については、岡本が担当している。) 

NFCに入り、橋本がデータセンテンスに「roomの V/Pはなにか？」という質問

をし、篠原の回答によって V/P=J/Gということが明らかになる。そして、この回答を使い

橋本が反論を提示する。内容はこうだ。 

『SOHで確認した S/Mは、一つの側面からしか見ておらず、全体を見てからでは

ないと本当に roomがあるとは言えない。だから、この S/Mが持つ他の側面も見ないとい

けない。がしかし、現時点までではその確認ができていないため、roomがあるかどうかは

unclearである。』 

この反論の検証に入る前に、まずは山川(立教 3)が NFCの taskを聞き出すし、to 

confirm A/L/1 possibility to M/S/B for J/Nであることを確認し、土台を整えた。そして、

篠原の説明を聞いた橋本が、「S/Mが Physical painからきているのは理解できたが、その

側面だけを見て Seriousとはいえないんじゃないか？」というダウトをさらに投げかける。
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そして、「最終的になにがしたいのか？」という核心に迫る介入が、篠原の「データの理由

はなに？」という質問であった。それにより、「roomが unclearなのは、体罰の他の側面

を確認していないから。」という橋本のコアを引き出し、議論が加速していく。そこに杉野

谷のサポートが入る。「体罰には肉体的苦痛を与えるという側面だけではなくて、他の側面

も存在しているってことだよね？じゃあ、他の側面が存在していたらなんで日本政府は着

手するべきじゃないの？」この質問が最終的な橋本のコアを引き出せるものであったにも

関わらず、曖昧なまま流れてしまう。そして、他の側面の一つに、「教育の目的を達成でき

ていること」があると橋本が説明する。それに対し、篠原がいくつか質問を投げかける。「教

育の目的は、体罰によって達成されているかどうか？もし達成されているなら、それは全

てのケースにおいてなのか？それはなぜか？他にも教育する方法は山ほどあるのに、なん

で体罰しか達成できないの？」しかし、あまり効果的な回答を得ることが出来ず、藤原の

質問に移る。「教育の目的を達成する。というためには、何が必要なの？結局、体罰が持つ

肉体的苦痛と教育の目的の達成という二つの側面の比較が必要なんだよね？」この質問に

より、橋本の Final claimが明らかになった。それは、「Studentにとって、体罰を受ける

ことと受けないこと、どっちの方がM/S/Bなのかをコンパリするべきである。（Situation 

comparisonをしたいと主張）なぜなら、教育論題において最も優先するべきなのは Student

であるから。」であった。では、この橋本のアイデアをどのように議論するか？そこにおい

ては杉野谷や新谷の介入の助けもあり、普通のコンパリの後に話すことを橋本自身が提示

し、この論点が収束された。この直後に、藤原が反論を提示する。 

 

②.コメント 

 今回のテーブルメンバーは、篠原や杉野谷を中心に反論提示者の意見を積極的に

聴き、理解しようと努める姿勢が見て取れた。この姿勢は評価するべきであり、内容を理

解せずすぐにタスクで流そうとするような浅い議論にならなかったことは、ランクがかか

っている 5thD-テーブルのメンバーとしてあるべき姿であった。さて、今回の橋本の反論の

始まりと収束までの過程において、いくつかコメントを述べる。これはあくまで私の主観

であり、すんなりと納得せずに「なんで？こっちの方がよくない？」といった自分の意見

形成の役に立つことを強く望んでいることを覚えておいて欲しい。では、始める。 

 

 今回の議論で、主な論点となったのは、「教育の目的と体罰がそれを達成できてい

ること。では、体罰を受けることと受けないこと、どちらの方が生徒にとって良

い状況なのか。」であったが、そもそも教育の目的とは？という質問が出なかった

のが不思議に思っていた。橋本のコアが上記であり、コンパリで話したいのであ

れば前提として「体罰が教育の目的を達成している」ことが明らかになっている

必要があり、逆にこの前提が明確に整っていないのであればコンパリできないこ

とになる。では、「教育の目的とはいったいなんなのか？体罰は本当に達成できて



いるのか？」というミクロな部分を詰めれば、「そもそもコンパリするための土台

がそろわないから橋本のアイデアを話すことはできない」といった反論にもつな

がるのではないだろうか。ここで言いたいことは、前提を意識することの大切さ

である。基本的に、モノの見方、考え方は人それぞれであり、同じ言葉でも解釈

の違いは生じることは自明である。しかし、相手の論に自身の論をぶつける時に、

異なる解釈のままぶつけても両方正論になるわけだから収束がつくはずもない。

そうではなく、相手の論を明確に理解し、論点を整理し、前提を確認したうえで

論をぶつける必要がある。だからこそ、土台の意識を非常に大切になってくるし、

そこに着目できてプレイヤー間の土台のズレを修正できるようになれば、効果的

な Confirmationからの Suggestionが打てるようになる。まずは理解することか

ら始めるのを忘れないで欲しい。 

 今から述べることは、今回の議論には関係しないことだが、今回の春セミを通し

て思ったことである。それは、セオリー観が変わってきていることだ。それを強

く感じたのは、Spike planがしょっちゅう提示され、Solutionの時点で導入して

いる場面を何度も見たからである。セオリーは、PDDをするうえで、PSFに則て

議論するうえで必要最低限理解しておくべきことであり、それを理解していない

まま議論をして、ディスカッションがつまらないといっても、それは単にルール

を知らずにサッカーをして、ハンドをしたら反則って言われたからサッカーつま

らない。といってるようなものである。まずは、理解すること。それから、その

ルールに疑問を抱き、持論を展開していくこと。武道の世界では、守・破・離と

呼ばれる考え方があるが、まさにその通りであり、ディスカッションにおいても

当てはまるということを覚えていてほしい。そこで、セオリーを考え直す問いを

いくつか用意した。以下の質問に対する自分の考えを作ってほしい。 

 そもそも Spike planってなに？ 

 Spike planはどんな時に導入するの？それはなぜ？ 

 Spike planを導入したらどうなんの？それはなぜ？ 

 Solutionの段階で Spike planを導入することの意義は？なんのためにする

の？それはなんで？ 

 J/Gの taskであるMake Situation Betterの定義はなに？ 

 オピニオンシートの最終的な目的は？それはなんで？ 

 Narrowingで述べている、議論の目的ってなに？ 

 自分が思う、PDDにおける良い結論ってなに？ 

 自分の理想とするディスカッションスタイルってなに？ 

 

 試ジャッジ後のリフレで、「人の話に介入できません。教えてください。」という

質問を何度も受けた。それに対して「なんで介入できないの？どういう時介入で



きないの？解決したい自分の問題、改善したい弱点はなに？」と聴くと、大抵答

えられない。こんな状況で、リフレをくださいと言われても、無理がある。そも

そも自分がどういうときに介入できなくて、それはなぜなのか。そういった当た

り前のことを自分が理解していないのに、こっちがいくらリフレをしたとしても

効果的な意見は与えられないし、受ける方も納得いかないだろう。食事処でなに

も注文していないのに突然ラーメンを出されるようなものである。ニーズがわか

れば、こちらとしてもやる気は出るし、その分良いリフレになるように努めよう

とする。外に答えを求めるのではなく、まずは自分で考えること。そこで、どう

してもわからなかったり、他者の意見が欲しくなった時に初めてリフレで質問で

きる。これはあくまで私の持論だが、リフレや先輩の教えに依存しているプレイ

ヤーは基本上達しない。セルフリフレクションを必ずやることが大切である。正

直、プレパでも PPSの内容や、リフレをもらうときの姿勢などで今後ののびしろ

とかも結構わかったりする。だからこそ、一回一回の場を大切に取り組んでほし

い。そっちの方が結果にもつながるはずだから。 

 

最後に 

 自分も昨年度の 5thでは D-テーブルにいて、まさに篠原と同じようにオピメをや

り、順位と結果も同じであったから懐かしさを覚えつつジャッジをしていた。試ジャッジ

を終え、小セミを経て、本番に臨み、5回目のテーブルでランクがかかる場面に直面する。

しかも、一位しかランクを獲ることはできない。そんな極限状態の中でも、最後の一秒ま

で議論をし続けたテーブルメンバーには賞賛の言葉を送りたい。本当におつかれさまでし

た。残酷なもので、ランカーテーブルで同じ大学で一緒に頑張ってきた友人と一緒になる

ことがある。しかし、そこで遠慮するのではなく、全力でぶつかることが礼儀でもあろう。

今回は、その姿が見れたような気がする。しかし、本気で一位を渇望し、持てる力を全て

出し切ったと言える人はいるのだろうか？やらずに後悔していることはあるだろうか？た

かがディスカッションの大会。けれども、自分の時間を投資し努力を続けてきたならば、

自分が絶対に譲らないなにかを持ち、それだけは曲げずにやりきってほしい。例えそれが

ランクではなくとも。そうでもしなければ、ディスカッションにかけた時間と努力が自分

にとって低い価値のものになってしまう。「ディスカッションなんてやらなきゃよかった」

と思ってしまう。そうならずに、「ディスカッションやっててよかった！」と胸張って言え

るように。これからも過ごしていってほしい。ランクを獲得できた篠原、おめでとう。ラ

ンクを獲ってから、自分が背負う責任は確実に大きくなり、アッセンブリーでは非常に大

きなプレッシャーを背負うことになると思う。しかし、それには負けずに、ランカーとし

てのプライドを持ち続け結果につなげてほしい。そして、惜しくもランクに手が届かなか

ったプレイヤーは、これで終わらさないで欲しい。もし、もう一度 D-テーブルを組めたな

ら、必ず一位を獲れると胸張っていえるように。アッセンブリ―では、必ず一位を取って



結果を残すと約束できるように。みんなの本気の姿を見ることを楽しみにして、私の担当

部分を終了する。春セミ、おつかれさまでした。 

 

 

 

 

＜藤原の NFC アーギュとそれ移行の議論の流れ＞ 

文責：岡本 

 ここからは藤原による二つ目の NFC アーギュの流れと、それに対するコメント（枠内）

を書かせていただきます。コメントの内容に対しては多々不十分なところもあると思いますので、

批判的な検討のもとで皆さんの力になれば幸いです。 

 

①藤原によるアーギュから始まり、その内容は AD を取るために必要なことが

A/L/1number of C/P decreaseなら S.Qで既に体罰が減少しているため、touchする必要は

ないというものであった。藤原はそこで代替案として AD をとるための定義を

A/L/1decreaseから APの体罰の数が SQの体罰の数より少なくなるというものに変えれば

アーギュを下げると提案した。(”totally decrease(SQ>AP)”という word choice) 新谷の Q

により藤原がアーギュの dataで証明したいことは体罰の数が now>future であることが明

らかになり、オプレも SQ>APを目指しているわけで違いはないのではというアプローチを

とるが、それが藤原のいう totallyとの相違を確認できず話が終わる。 

 

アーギュへの始めの介入方法は様々である。 

(ⅰ)dataセンテンスの定義詰め,(ⅱ)taskを確認して、necessityを詰める,(ⅲ)RSNが出

なくなるまで聞き、ロジックを完成させる。等々、、介入の数だけ方向性はあるといえる。

多角的なアプローチで検証することは望まれるべきだが、現実お互いのやりたいことが

違うため他人のアプローチを中断しあう結果になることが多いと春セミ期を通して感じ

る。（”Before that.”はその典型といえるかも）結果的にお互いが最初の Qの Ansをもら

えない状況が生まれ、Ans欲しい→もらえない→他人を stopと負のスパイラルで時間を

潰してしまっている。 

 このような状況を回避するためにパンツが互いの Qの意図を理解することで one by 

oneで処理するような手順を設定したり、アーギュメンターが事前に予測されうる Qを

explanationの段階で終わらせテーブルの方向性（流させる、あるいは cutさせる等）を

提示したりすることが重要ではないかと思われる。取り合いの状態が最悪の状態だと仮

定すれば、どこの Qや Sがおざなりなっているかを客観視することで意外と遠回りの手

段が最速になることも考えられるのではないだろうか。 

              

 



 

 

②篠原は touchすれば、より体罰の数が少なくなるのになぜ×touchなのか、な

ぜ変える必要があるのかという藤原のアイデアを詰めるアプローチを選択するがアンサー

を受ける前に他人の介入が入り中断する。杉野谷は藤原のアイデアがオプレの AD の条件

との対立であることを確認し、藤原は totallyのアイデアを使うのなら A/L/1decreaseの否

定と体罰が増えることを証明しなければならないことを指摘する。 

三者三様のアプローチで臨んだため話は収束せず時間だけがたった。橋下のカン

ファメによりそもそもA/L/1decreaseと totally decreaseとの違いがそもそもテーブルの共

通理解ではないことが分かる（increase分を DAとするか否か）。橋下はすかさずオプレの

定義に従おうと提案するも、そもそもの startは定義次第で NFCアーギュに移行するとい

うものであるため Sは通らなかった。 

At least one the number of C/P decrement と totally decrement 

     テーブル全員が使用していたこれらの語は結局共通理解が済んでいない状態

であった。それが今回のテーブル停滞の原因のひとつであっただろう。テーブルの流れ

がアーギュ自体の検証というよりは、定義変更をするかどうか変更したらどのようなこ

とが起こるかを確認するという段階になった以上どこまでが共通理解でどこからが曖昧

な状態なのかを再検討する必要があると思われる。  

 次に今回問題となったどうすれば C/Pは減少したといえるのかについて述べたい。 

モデルオピシ上では A/L/1decrement を確認するのに①抑止力又は②懲戒免職を根拠と

している。つまり想定される反論は①抑止力はない②教育委員会は免職しない（data）

もしくは①、②を満たしても体罰は減らない（warrant）となる。こういったものに関し

ては既に exceptionを指摘するあるいは反論されていないソリューションを A/L/1ADの

担保とする some cutなどの対策がある。 

 しかし今回のケースはオプレのソリューションを認めたとしても、APA で体罰が増え

るという別のロジック（RSNが異なる）を立論することで workaが unclearになるかど

うかという論点だった（flip）。オプレのオピシ上でやるべき AD の定義がオプレの想定

する decrement の立論だけであるなら、flip はオピシ外でやるべきものになる（本当に

planが体罰を減らしたといえるか微妙であるが）。今回の藤原はこの弾き出しを懸念した

上でのストラテであったのだろう。結果として flip を solution 内でやることとなったわ

けだが、パンツのアプローチは次の二つであった。 

(1) SQで体罰を受けている生徒（TG）と APの生徒のキャラクターは違う。 

(2) APで減る体罰（オプレが SQで定義した体罰）と増える体罰（アーギュ側）は違う。 

いずれもオプレの定義外とすることで DAで話そうというアプローチであった。このUQ

を ADが独立できるものとして ADvsDAコンパリとして話すか、独立不可なものとして



AD 足り得る条件とは何かという話となるかでテーブルの進行具合は変わってくるだろ

う。結局 SQと APAが同じかどうかはそれぞれの立論（decrementと increment）が立

論された上で相違の比較が必要となるため、DAプレゼンターのコンセをとるなり DAを

決めるまえに A/L/1（妥協として）SQ>AP(C/P number)の立証責任をオプレが被るなり

プロシーディングの柔軟な姿勢が重要と思われる。 

③そこからテーブルはもし totallyに変えたらどのような問題が起こるのか、また

その問題はどうすれば解決できるのかと、まだ藤原が言及していない APで体罰が増えると

いうアーギュに関しての話し方で膠着する。藤原は各々のメンバーが提示する solへのダウ

トやQにカンファメやQを重ねるにすぎず、なかなか最初のNFCに戻ることはなかった。 

 最終的に篠原による始めの logicに戻って、定義を変えるかどうか判断しようとい

うプロシにのり、結局 NFCのアーギュを検証せずオプレが定義を変えるという妥協で話は

終了した。残り 10分で杉野谷、山川がプロシを提案するも、藤原の×workaのロジックを

まず見るという手順になり、ロジックへの Q が二つほど終わったところで３時間が経過し

た。 

 

＜個人順位と選定理由＞ 

１位 篠原（青学３） 

オプレとして ASQのQAをスムーズに終わらせるテーブルを進行させる姿勢に十分なプレパ量

を感じる。橋下の NFC アーギュにおいても積極的に S をうち、橋下の反応を伺う姿勢は膠着し

た状況を改善しようとする良いアプローチだった。藤原の NFC にも最初にもどってまず必要性

を確認しようとマクロな視点を持ってプロシを引いた点を高く評価した。今回のような定義の変

更といったオプレにふられている問題などの話を当事者に素早く戻すことができれば更に良い

ディスカッションができるだろう。 

２位 藤原（早稲田３） 

前半の介入は少なかったものの、橋下のアーギュへの介入はどうすれば問題点を解消できるのか

と相手のインテを組もうとする Q は良かったが他者と介入の奪い合いになりそうな点もあった

ので気をつけてほしい。アーギュメンターとしては、他者のダウトや Q にも落ち着いて def を

詰めたり話の取捨選択ができていた。しかし伸びすぎた論点を自分から引き戻すことを心がけて

ほしい。 

３位 橋下（法市２） 

議論前半の積極的な Q による介入と適切な C を評価して３位とした。とくに AD の定義が本当

にテーブルの共通見解なのかが不明だという介入は、議論が十分な検証をされているかどうかし



っかりと見極められる力の表れだと思う。アーギュメンターとしてはしっかりプレパしている様

子がうかがえるが、回答を得られていないパンツの質問にしっかり答え、自分がやりたいこと（コ

ア）を提示し自らプロシーディングができるようになれば更に良くなると思う。２年生ながら３

年生とぶつかり戦いあえることはすごいと思います。まだまだ伸び代は十分だと思いますのでこ

れからも頑張ってください。 

４位 杉野谷（青学３） 

 相手のインテを引き出そうとする Qや Cは良かった。しかし Q が被ったときになかなか回答

がもらえなく中断する場面が多くみられた。橋下のアーギュに対して篠崎の S をサポートする

アプローチは、奪い合いではなくテーブルを進行させようとする柔軟な姿勢であり是非続けてい

ってほしい。しかし藤原のアーギュに関しては視点が鋭い反面、今テーブルでやるべきこと

（NFC ロジックを検証するかどうか）というよりは、これから起こりうる問題とプロシージャ

ーと何手か早い内容であったため議論の収束には至らなかった。いっていることは正しいので、

現状の停滞原因を解決しようとする話を取捨選択することで更なる改善が図れるだろう。 

５位 新谷咲（青学３） 

 新谷の今回の役割は冷静なカンファメーションで議論を一旦落ち着かせるものであった。しか

し介入量が少なく、カンファメ後にどうすればよいのかを示す S が続かなかったのが課題と考

えられる。今回のテーブルのように情報が氾濫して、テーブルの方向性が定まらない状況では新

谷の役割は重要であったと考えられる。これからは是非テーブルを収束させようとする姿勢をも

って臨んでいってほしい。 

５位 山川（立教３） 

山川の Q は常にどうすればこの話は終わるのか何をここではすべきなのかと話の終着点を常に

考慮したマクロな視点からのものが多かった。また worka のプロシーディングにも体罰の数で

決着がつかなかったら妥協点として AD を認めようとテーブルの進行を尊重する姿勢を伺えた。

しかし介入が局所的であったり、自分の Q からテーブルを引っ張ることができなかったりとお

しいレベルで終わってしまっていた。話のおわりが確認できた後に自らそこまでもっていける力

が養われればさらに良くなると思われる。 

 

  

 


