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【構成】 

本総評は 

１．議論の流れ（文責：小原 一部桑原） 

２．リフレクション（文責：永原） 

３．順位と選定理由（文責：桑原） 

４．ジャッジからのコメント 

という構成を取る。なお、このテーブルのジャッジを務めさせていただいた３人の目にど

のように映ったかが本総評に少なからず表れているため、各テーブルメンバーが意図して

いた内容と差異が生じる可能性もあるがご理解いただきたい。本総評が今後のディス界の

発展に少しでも助力することができるならば我々ジャッジ一同幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．議論の流れ 

文責：小原（早稲田４） 

 

甲１テーブルのジャッジという光栄な役割をやらせていただき、総評を書くのもおこがま

しいかもしれませんが僭越ながら書かせていただきます。議論の流れは、あくまで外から

見たものなので実際のテーブルの理解と違っていたらごめんなさい。そこらへんは大目に

見ていただけたらと思います。 

 

梶（立教２）による威勢のいいNarrowingから始まった甲１テーブルは、岩崎（AGU３）、

吉田（UT3）、永江（上智３）の三人がオピニオンプレゼンターに立候補した。入念な QA

タイムを経て吉田（UT３）がオピニオンプレゼンターに選ばれた。三人のオピニオンシー

トの概要は以下の通りである。 

 

＜岩崎（AGU３）＞ 

体罰推進のオピニオンシート。situation comparison を通して体罰が本当にいいものなの

かどうかを結論づけることを目的としている。 

 

＜永江（上智３）＞ 

体罰のオーディナルオピニオンシートではあるものの、QAタイムをカットしより多くの時

間をコンパリソンに割くことを目的としている 

 

＜吉田（UT３）＞ 

all AD vs all DAで得た結論が idealなものとし、それを達成するためテーブルメンバーで

各 TGに点数をつけ、その数値により結論を得ることを目的としている（後で詳しく記す） 

 

吉田のオピニオンシートには二つの目的があった。１つ目は吉田のプロシージャーが、彼

が提示する idealな CCLを取れ得るものであるかどうかを議論すること。(correctnessの

追求)２つ目はその方法によって T/Plan or notを決めること。である。吉田（UT3）のオピ

ニオンシートが選ばれ、まず初めに吉田(UT3)のイデオロギー（All Adと All DAを比べる

ことが idealな結論である）とウェイ（TGの数値化。quantification）について質問と反論

がなされた。その際 OPボートの Qの段階で提示していた星野（UT３）の doubtが初めに

展開される。由浅（立教３）のカンファメーションによって星野（UT３）の doubtには①

SOH, NFCがない②Solを検証しない③should use logic の３つの内容が含められているこ

とがシェアされた。 

また SOH,NFC, Solは吉田（UT3）のプロシージャーでも確認できるとされたため、主に

③should use logicについて話そうという由浅（立教３）のサジェスチョンが通った。 



星野（UT３）の doubtは当初提示した段階ではイデオロギーに対してのものであったが、

前述した湯浅のカンファメーションによりウェイに対する反論であることが分かった。

doubtの内容としては logicを用いたほうがよりいい結論が得られるというものであった。

ここで豊島(WESA3)と由浅(立教 3)を中心に星野(UT3)のアイディアがテーブルに共有され

ていく。 

星野(UT3)の反論が立ったら、星野のサジェスチョン（AD,DAを絞って logicで検証しよう）

に移行、反論が立たなかったら吉田(UT3)のプロシージャーに戻るというゴールを共有し、

検証に進んでいく。 

前述した通り吉田(UT3)のオピニオンシートには「吉田のプロシージャー、イデオロギーの

是非」「そのプロシージャーを基にした T/P or not」の二つの目的があった。星野(UT3)の

反論を検証するにあたって、岩崎(AGU3)や由浅(立教 3)が本当に「プロシージャー・イデ

オロギーの是非」は必要なのかと吉田(UT3)に問い、吉田的にはどちらも譲れないものであ

ることが改めてテーブルで共有された。 

その他に由浅(立教 3)や杉野谷(AGU3)がQL,QTを数値化することに対してdoubtを持って

いることが共有され、豊島(WESA3)により実際の quantificationの際にオブジェクション

として出す提案がなされる。 

その後豊島(WESA3)の質問により、correctness(今回の吉田の核)は「everyone’s agree」と

「trueness」の二つの要素で構成されていることがわかった。 

星野(UT3)のオブジェクションは吉田(UT3)の定義に則った上での反論であることが由浅

(立教 3)のカンファメーションで分かり、logicと quantificationのどちらがより correctness

かという議論に進んでいく。 

星野(UT3)の意見は検証するAD,DAの数（# of idea）では吉田（quantification）＞星野(logic)

であるが、trueness という観点では星野（logic）>吉田（quantification）であるというも

のだった。ここで永江(上智 3)が truenessに対して質問をし、杉野谷(AGU3)と由浅(立教３)

のカンファメーションにより truenessとは evidenceと real sit(見聞きしたものではなく、

体感)の二つで構成されていくことが shareされた。 

<correctnessの定義>＝1,everyone’s agreement 2,trueness(Evi and real sit) 

 

その後由浅(立教３)と豊島(WESA3)が今後の進め方について３つ方法を提示する。（１、

offsetにして go next 2, logicと quantification どっちが correctnessかという比較３、logic

と quantification どっちが PDDで使われるべきかの議論（豊島） 

そこで由浅(立教 3)が voting で今後の進め方を決めようと提案するが、星野(UT3)は吉田

(UT3)が real の例を見せないと offset には納得がいかないとし、real の例を要求する。

Quantification によって得られる real なものがあれば、星野(UT3)は offset でもよいとし

たが、その後吉田(UT3)が出した例は fairly(恐らく個々人の経験が反映され数値化されたも

のを平均化すること)であった。星野(UT3)はこの例を受け、fairlyとは# of ideaと一緒なの



ではないかと doubt を持ち、fairly と# of ideaが一緒ではないことを確認するプロシージ

ャーを提示。 

そこに由浅(立教 3)が、吉田の意見に対して全員の承認が必要なら星野の意見に対しても全

員の承認が必要になってしまうため、吉田が idea を出した時点で星野の要求は満たされて

いるため offsetにしよう。と提案する。 

しかし星野的には、fairly が trueness として priority 置けるかどうかの検証ではなく、

fairlyが truenessとして apply するかどうかを確認するため必要である。ため確認すべき

であると述べて、プロシージャーが決定する前にディスカッションが終了した。 

 

 

＜Quantificationの説明＞ （文責：桑原） 

 吉田の提示した Take plan or notを決めるプロシの名前は Quantification（数量化，定

量化）であった。大変新規性の高いプロシであるがゆえ，記録として以下に若干の説明を

する。ただし，今回のディスではこのステップに到達しなかったため全貌が明確になった

わけではなく，理解に誤りがあるかもしれない。（誤りがあればご指摘をお願いします。） 

 

 簡単に言うと以下のような手順を踏む。 

１．ADと DAを極力多く立論する。（AD１，AD２，，，ADｎ，DA１，DA2，，，DAｎがあ

ることになる） 

２．それぞれの AD（DA）について各テーブルメンバーがその大きさに応じて，この AD

は～点！と点数をつける。そして９人のテーブルならば９人の点数の平均がその AD（DA）

に対するそのテーブルでの評価となる。（※具体的な方法は後述） 

３．２のステップを全ての ADDA に対して行った後，AD 同士，DA 同士でそれぞれ合計

する。 

４．その合計値を比べて，AD＞DAなら Take plan，DA≧ADなら not take planである。 

 

※２の点数化の方法 

例えば，先生に体罰で殴られて痛いのがつらいという AD(Harm)があるとする。仮に A

さんは QLの大きさ７点 QTの大きさ４点と判断したとすると，A さんのその ADへの評価

は７×４＝２８点ということになる。３人のテーブルだとして A さんは２８点，B さんは

２４点，Cさんは２０点と評価したならば，この ADに対するテーブルの評価値は（２８＋

２４＋２０）÷３＝２４点となる。 

 一般化すると以下のようになる。 

①使うのは QLと QTの二つのクライテリア 

②ある AD(DA)の QL がどの程度つらいものであるかを想像し，1~10 の点数をふる。各人

は誠実に点数化を行い，この点数化を検証することはしない。 



④QTについても，その規模を想像し，同様に 1~10の点数をふる。もちろんエビデンスが

あれば全員同じ点数をふることになるのだろう。 

⑤このとき，死ぬような QLは１０点，数千人以上の QTが１０点といった点数化の目安は

あらかじめ存在する。（その目安の細かいところは明らかにはならなかった） 

⑥QL×QTの値を算出し，その AD(DA)の評価とする。 

⑦かけ合わせたあとの評価値を全員分集めて，平均する。これがその AD へのテーブルと

しての評価値となる。 

 

 

コンパリの検証をしないという大胆な方法論である。だが，これも時間内に結論をとる

ためのひとつの意思決定手段でありうると思われる。そもそも「ロジック」を使ったから

と言ってそこに論理があるとは限らない。検証をしなくとも平均化することによって担保

される結論の正当性はどの程度のものであろうか。またそもそも結論を取りえなくなるよ

うな破たんはあるだろうか。 

 PDD界全体がこのアイデアを知った上で，自らは賛同できるのか反論したいのか，この

プロシは普段のプロシのどんな欠点を補っているのか，また普段のプロシにはこれより優

れたどのような点があるのか，また他に結論をとるどんな方法があるのか，これらのこと

をじっくりと考える素材としてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．リフレクション 

文責：永原（明治４） 

 

このテーブルに対するリフレクションとして、議論全体を通して感じたことを書き綴って

いく。完全に自分の主観なので、これを鵜呑みにすることなく自らで精査し意見を深める

きっかけとなることを期待する。 

 

① オプレ決め 

私の担当した春セミ５thDテーブルの総評でも似たようなことを書いたが、Narrowing

におけるオプレ決めに時間を割きすぎであった。当初梶の提案により各立候補者の説明、

質問時間は限られていたが、立候補者 3人のうち岩崎は普段用いられている体罰厳罰化

とは反対の体罰促進を目指すオピニオンシート、吉田は t/plan を決める際にコンパリソ

ンではなくテーブルメンバーが各 ADTG,DATG に点数をつけ、その数値をもって結論

を得るという非常にユニークなプロシージャーを提案したため、質問の時間が非常に長

引いた。春セミ 5thDテーブルの総評と被ってしまう部分があり申し訳ないが、私はオ

プレ決めの際に引き出すべき情報は①結論に直結する内容 ②ほかのオピシとの相違

点 の 2つであると考えている。それは 3時間という時間的制約、また結論を得ること

が責務であることが大きな理由である。もちろんテーブルメンバー全員が完璧に各オピ

シと議論の展望を理解した上でオピシを決められるならそれに越したことはない。しか

し、それをするには 3時間では足りないであろう。それ故、細かいステップ等は選ばれ

たオピシを用いて議論していく中で、提案や反論を通じて適宜変更していくべきであろ

う。そしてそれはテーブルメンバー全員が自らに課せられた責務、つまり 3時間以内に

to make situation better for J/Nを達成することを念頭に入れながら議論に臨めば決し

て不可能ではない。逆に議論が停滞している際には、自分たちが行っている議論の先に

m/s/b for J/Nがあるのかを考えてみることが停滞解消の糸口になりえる。 

 

② 吉田のプロシ 

厳しいようだが、あえてオピシ（オピニオンシート）ではなくプロシと呼ばせてもらう。

オピシとはその名の通りオピニオンが混在しているべきだ。ただ論点をテーブルに放り

投げるのだけではオピニオンシートとは呼べない。前述のとおり吉田のプロシは logic

ではなく、点数を用いて結論を出すことを目的としていた。このプロシにおいて得られ

る（はずだった）結論は 2つある。1つ目は点数を使用することで導かれるNarrowing

に則した結論、そして 2つ目は自らのプロシと結論の導き方に対して質問・反論を受け

付けることによって Narrowing の問いに答えるためにはどのような方法が適切かとい

う結論である。このプロシ自体は非常に新規性が高く、普段用いられる logic によるコ

ンパリソン自体に批判的になって考え抜かれた、非常に吉田らしいアイデアであろう。



しかし、このプロシに吉田のオピニオンは介在していたのだろうか。例えば、数値を用

いた場合どのような harm や situation に高い点数が割り振られるべきか、どのような

理由で logic を用いた方法より数値を用いた方法が良いと考えたのか、等である。本人

の中では、あったのかもしれない。しかし、それが今回の議論において明確になること

は無かった。オピニオンプレゼンターである以上、議論の軸となるオピニオンを提示す

る必要がある。今回であれば、最初のステップで反論を受け付けることで適切な方法と

は何か結論を得ようとしていたが、吉田が積極的に立論する姿勢を見せてもよいと感じ

た。普段のコンパリソンと比較したときに、数値を用いたコンパリソンを行うべきと考

えた理由があるのだから、それを自らテーブルにオピニオンとして投げかけることで正

しさの検証をすべきであっただろう。結局、今回のテーブルでは吉田が積極的に意見提

示や意見説明を行わなかったために、軸となるべき吉田の意見の全貌が明らかにならな

かった。それ故テーブルメンバーの QCにより時間をかけ意見を浸透させなければなら

なかった他、出てきた意見もどのように扱うべきか、本当に反論たり得ているのかなど

の話が必要以上になされた。オピニオンプレゼンターになる以上、自らのオピニオンを

積極的にテーブルに浸透させていく姿勢は必要である。 

 

③ 欲しかった役割 

このテーブルにおいて欲しかった役割は、結論意識（m/s/b for J/Nを達成すること）を

強く持ちながら議論を進めていく役割だ。そもそも、プロシの 1stステップにおいて行

われた通常のコンパリソンとの比較は必ずしも必要なエリアではない。私は決して吉田

のプロシでm/s/b for J/Nの結論が得られるといっているわけではない。しかし、3時間

という時間的制約の中結論を出さなければいけないこと、そしてオプレ決めにすでに

45 分間使用してしまった状況を踏まえたうえで検証しなければいけないことは、通常

のコンパリソンと比較してどちらがより優れた結論の導き方であるか、ではなく吉田の

方法によって結論を導き出すことに論理的欠陥がないか、である。もちろん吉田はオプ

レ立候補の際に限らず議論の要所で「自分のプロシ、方法の正しさについて議論したい」

と言っていた。しかし、3時間の政策決定会議において方法論の正しさに関して割ける

時間は限られている。そのため、前述のように結論意識をもって議論を進める役割が欲

しかった。その点でいうと、豊島と永江にはそのような介入が散見していた。しかしな

がら結果的に大きくテーブルを動かすような提案につなげることはできず、最後まで方

法論について議論してしまった。結局 Narrowing によって与えられたタイトルに関す

る議論を全く行うことがなかったのは深く反省してほしいが、非常に新規性が高く、あ

る種プロソルに対して挑戦をしようとするような姿勢が垣間見えた議論であることを

記しておく。 

 

 



３．順位と選定理由   

文責：桑原（東大４） 

 

１位 由浅 （立教３） 

 テーブルに存在するアイデアを真っ先に理解したうえで懸念点をぶつけ，引き出したア

ンサーをもとにそのアイデアを一段と深化させ議論に落とし込みやすく昇華させていたこ

とを評価し１位に選定した。介入量，ダウトの鋭さ，議論の組み立て方を提示しそれを採

用させる力はこのテーブルにおいて誰よりも長けていた。 

 一方で，その強い推進力の副作用なのか参加者のアンダースタンディングに配慮する姿

勢は見られず，解説を求められてもなお丁寧な説明を試みはしなかった。このため，早く

テーブルを進めようとして，逆にテーブルの停滞の一つの原因を生んでしまうという事態

も発生していた。また，テーブルを終始引っ張ろうとしながらも，一貫性が存在するのか

疑問符がつくような発言も見られた。例えば，星野のアイデアのようなオピメの核心に触

れる反論を検証しようという趣旨で始まったディスにもかかわらず（かつそれを自ら推し

進めていたにもかかわらず），由浅は最後，残り時間が少なくなっていたからかもしれない

が，星野の未検証の主張と吉田の未検証の反対主張をともに検証しないまま offset とする

ことで先へ進もうと発言していた。これらのことが，その圧倒的な存在感からは意外なほ

ど２位との差が大きくないという結果をもたらしたものと考えられる。 

 

 

２位 豊島 （早稲田３） 

 由浅と共にアイデアのカンファメからプロシーディングを試みており，その CSの鋭さが

テーブルに貢献したとして２位に選定した。このテーブルのディスカッションの構造その

ものへの洞察については由浅よりも長けており，吉田のアイデアについて何を，どのよう

に話すかを定めるのに有効な発言を数多くなした。適宜テーブルを落ち着かせ，前提を確

認するような発言も見られ，プレゼンの上手さを発揮して由浅が引き起こしてしまった上

記弊害をしっかりカバーすることができれば勝負は面白いものとなっていただろう。 

ただこのテーブルにおいては，終始早口であるなどの理由から決してプレゼンの浸透率

が高かったとはいえず，また，介入量が減る時間帯があったこと，およびテーブルの方向

性が最終的には豊島の発言よりもむしろ由浅の発言の通りとなっていたことも１位と２位

を分けたと言える。 

 

 

 

○ここでひとつ断っておきたいが，１，２位と３～７位の間には大きな差があり，かつ

３~７位集団内ではほとんど差がなかった。よって有効な発言ひとつでこの集団中での順位



が大きく入れ替わっていてもおかしくはなかった。 

 

 

３位 杉野谷 （青学３） 

 適宜 QCを行い，また自身にも OPへアタックするアイデアがあることをほのめかしてい

た。他者をサポートするという体での介入が見られ，有効な発言に結びつけることができ

ていたと思われる。この介入の方法は，順位が競われているとき，テーブルがバタついて

いるときには非常に重要なものである。しかし，QCをはっきりとした Sにつなげることは

できず，アイデアの検証にも至ることができなかったことで上位二名と差がついてしまっ

た。ちなみに，ここでいう Sとはプロシの提示のような Sらしい Sに限らず，「OPが筋を

通すにはこういうアイデアを提出する必要がある」というような提案ないしは要求（むし

ろ Cか）も含む。 

 

 

４位 永江 （上智３） 

 序盤は Q で介入し，中盤以降はテーブルの趨勢に対して一貫性のある疑問を提示し続け

ていた。しかしプレゼンの不透明さもあってそれを浸透させ通すことには至らず，終盤は

介入量が減少してしまった。このような点で議論に十分に貢献することができなかった。

また，議論の枢要なポイントについて発言しようとしていることがあったが，自分の言葉

を用いて C をしようとしてしまったために，テーブルからはリピカンと断定されてしまっ

たこともあった。そのときどのようなことが頭の中にあったかは分からないが，テーブル

で起きたことの確認の Cは誰か他人にしてもらい，なおも言いたいことがあればその Cに

向かって Qやダウトで詰めるのも一つの手であろう。 

 

 

５位 星野 （東大３） 

 オピニオンプレゼンターのアイデアに対して最初から核心的なアーギュメントを持って

いることを宣言し続けていた。提示のタイミング，コンクルへの重大な影響を指摘するこ

とによって周りの注意を引いたその手法は優れていたが，結果としてテーブルがプロシ作

りに終始してしまったことから，アーギュメントの検証はおろか中身の説明すらすること

ができずこの順位となってしまった。このテーブルでは唯一，混乱時にスピードを落とし

たプレゼンをすることができ話を一時的にせよ聞かせることができていたが，その内容が，

「今こういう状況である」と言うまでで，その先の要素，即ちテーブルが進むべき方向や

必要とされるアイデア等を提示することができなかったためにテーブルに影響することが

できず残念であった。 

 



 

６位 吉田 （東大３） 

 オピニオンプレゼンターとしてmaking the situation betterを結論付ける独特の方法論

を提示し，反論を求める姿勢を示していた。そのアイデアは自らの思考と試行に基づいた

興味深いものであり，プロソルのセオリーの表面的理解に甘んじる傾向が強いとも言われ

る PDD界においてその試みは非常に貴重なものであったと思われる。 

しかしながら，周りからの Q に対して常に的確かつ明確なアンサーを返していたとはい

えず，また，自身のアイデアの内部にも整理しきれていないところがあったように見えた。

例えば，プロシを比較するうえでの最上位基準である”correctness [of conclusion?]”の下位

基準として，「多くの人間のアイデアが反映されていること」と「真実性 (trueness) 」の

二つを示していたが，その２つのすみわけ，あるいは correctness と trueness の違いが全

く明らかではなかったことが停滞の大きな原因となってしまっていた。また，OPやアーギ

ュメンターなどアイデアを提示する者の仕事は自らのアイデアをただ説明することだけで

はない。周囲が自分のアイデアを正確に掴み切っていないならば，その理解のズレをカン

ファメし訂正せねばならない。このテーブルではそのような他人の発言に対する介入がほ

とんど見られなかった。それらの点において今回の吉田は”Opinion Presenter”になりきる

ことができず，この順位となってしまった。 

 

 

７位 岩崎那 （青学３） 

 何度か Qや Cによって介入し，吉田のアイデアに対する理解を整えようとしていた。ま

た，それへの回答のエフェクトとして，テーブルが採用すべき議論の方法を示しており，

潜在的には上位２名と同じレベルでの発言ができていた。しかしながら，発言が若干冗長

であったこと，その発言が上手く浸透しなかったときに同趣旨の説明を異なる言葉や言い

方ですることができなかったこと，そもそも介入量が少なかったことから，その発言の有

効性が潜在的なものに終わってしまったと解される。状況に応じて，説明不足の恐れがあ

ろうともクレイムを１文で簡潔に述べたり，Q をするにもあえてチョイスは出さないでみ

たりするというような工夫を出来ると良かったのではないだろうか。 

 

 

８位 梶 （立教２） 

 幾度か Q によって介入した。残念ながらそれらの介入は議論に大きな影響を与えるもの

とはならなかったが，目先の出来事にとらわれずに議論の大局を見据えたパフォーマンス

を発揮できうるであろうことはうかがわれた。 

 

 



９位 金井 （早稲田２） 

 このテーブルにおいて発言がほとんど見られなかった。これまでの経歴から察するに有

効な発言をする素質は十分にあったと思われるだけに惜しいところであった。 

 

 

以下は，８，９位に終わった２年生２人に向けて。 

たしかに，プロシ争いやプロシ作りは高度に「PDD的」であり，技巧的な色も強いので，

内容面での議論に比べ経験の差が強く発言に影響する。また浮ついたテーブルで発言権を

得るのにも，学年によるオーソリが多少なりとも影響してしまうのは否定しがたい。その

分２年生には少々不利な戦いであったかもしれない。しかし，いかなるプロシに関する議

論もただ実のある議論のためだけに存在する。そう考えればもっと自由に発言ができる。

今後のために，OPである吉田のアイデアをもっとも「良く」（この言葉の意味は任せます）

検証するにはどうすればよかったか，全体総評を参考にしつつ今からでも考えてみてほし

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．ジャッジからのコメント 

 

小原由季 早稲田大学４年 

甲テーブルお疲れ様でした。ジャッジの最後に結構自分にとっては思い出深い甲１テーブ

ルを見ることができてとても良かったです。 

これでジャッジも最後になります。小原に会うことも少なくなるでしょう。 

なので三年生と二年生、それぞれに向けてエールを。 

＜三年生＞ 

お疲れ様です。本当に。現役引退してしばらくたったと思いますが今の気持ちはどうでし

ょうか。Disしすぎてもうしたくない、とか不完全燃焼で disめっちゃしたい！みたいな人

もいるかもしれません。 

三年生に言いたいのは１つだけ！！多分引退してこれから過ごすディス界のほうがきっと

現役の時より得るものは大きいよ。ということです。だから決して現役引退＝ディス界の

引退にしないでください。私はチェアパやジャッジを通して改めて得るものがたくさんあ

りました。エデュケーションってすごい難しくて、当たり前なんだけど言葉にしなければ

いけません。自分ができることを人に伝えるのってとても難しいです。けど、皆んなには

是非いろんな後輩に自分が今できること、できるようになりたかったことを伝えていって

欲しいです。これから就活などで忙しくなるかもしれませんが、決して無駄な時間にはな

りません。だからどうかこれからもディス界に関わることを辞めないでください。三年生

に言いたいことはこれだけです。（ちょっとメンヘラ彼女的な感じになっちゃった笑） 

後輩を育てて今より活気のあるディス界を期待しています。 

 

＜二年生＞ 

これからの時間がすごく大切だと思います。多分三年生がいなくなってディスのスタイル

とかに困る人もいると思います。 

そんな時は容赦なく先輩に頼ってください。先輩をうまく使えた人が上手くなるんだろう

なって思います。自分の大学だけじゃなくて他大学の先輩にも頼めばいいと思うよ。 

先は長いようで短いので、自分の納得いく方法で時間をすごしてください。 

応援してます。 

 

では、長くなりましたがこれで終わらせていただきます。 

また何かの機会に会いましょう。飲みでもご飯でも大会でもプレパでも。 

2015年度WESA Dis渉外 

小原 由季 

 

 



永原玄一郎 明治大学４年 

お疲れ様でした。僕がディス界に大きくかかわることも、このアッセンブリーが最後

です。なので、僕がこの春セミ、アッセンを通じて感じたことを述べていこうと思いま

す。 

「楽しい議論」ってなんだと思いますか。アッセンになって、急に「楽しい議論」と

いう言葉を頻繁に聞くようになりました。これを追い求めることは、非常にいいことだ

と思います。僕自身 PDD などという社会から認知されることなく、称賛を受けること

もない活動を続けてきた一番の理由はその楽しさでした。去年、みんなと同じようにア

ッセンでプレイヤーを引退してからは、少しでも多くの後輩をこの活動に引き付けよう

と必死に楽しい議論を追い求めもしました。しかし、自分の考える楽しい議論と周りが

考える楽しい議論の間に違いがあったりなど、とても苦労しました。ディスカッション

が終わって、とても楽しかったからまた一緒にディスカッションしたいですと言われて

喜んだことも、逆にテーブルが終わって何となく晴れない顔をしている子を見て自分は

まだまだと反省した経験もあります。 

でも、これはプレイヤーを引退してからの話です。何が言いたいかというと、プレイ

ヤーの時は楽しい議論の実現など全く考えていませんでした。では、代わりに何を追い

求めていたのか。2 つあります。1 つは明治の一員として、明治オープン実長として恥

じない結果、そしてもう 1つは「いい議論」です。漠然としていますね。しかも、情け

ないことですが今でも「いい議論」がどのような議論なのか明確に自信を持って答えら

れません。 

しかし、競技的である春セミアッセンにおいて結果といい議論を追い求めたことは間

違っていなかったと今でも思っています。結果を求めるから、必死になり、スキルアッ

プする。いい議論とは何か、いい議論を達成するために自分に求められることは何かを

考える。ディスカッションって本来勝ち負けを決めるものではないのに！って思った人、

たくさんいると思います。でも僕は、ディスカッションを競技として行う意義はここに

あると思います。結果を求めてライバルと必死に競い合い、ディスカッションに対して

真剣に向き合う。だから思考力や技術力が向上する。それによって理想の議論の実現に

近づくことができる。 

きっと、今総評を読んでいる 3年生は何となく分かるはずです。なぜなら、プレイヤ

ーを引退した今、もう結果にこだわって必死に競い合うディスカッションは二度とでき

ないからです。2年生は、これからの 1年間必死にディスカッションと向き合って、引

退した時に少しはあいつの言いたいこと分かるかもなと思ってくれると嬉しいです。 

2年生。後期の過ごし方で来年の結果は決まります。アッセン終わったから少し手抜

いていっか、と思った瞬間に欲しい結果は得られないと思ってください。自分と、周り

を信じて、これからも頑張ってください。応援しています。 

3年生。ディス界をこれから引っ張ってくのは、君たちです。これから存分に後輩た



ちを楽しい議論へと導いてあげてください。その過程できっと苦難にも遭遇しますが、

ここまで頑張ってきたみんななら大丈夫です。 

また何かの大会で会いましょう。 

2015年度明治大学 E.S.S. 明治オープン英語討論大会実行委員長 

永原玄一郎 

 

 

桑原広太郎 東京大学４年 

 おつかれさまでした。肌のひりつく勝負の瞬間は良いものですが，その結果であるラン

クはその人の議論者としての終局的な評価を示すものではないです。これから組む一つひ

とつのテーブルでどんな議論をするかが大事だと思います。ランカーの方が「良い議論」

を創れる傾向があるというだけで，例外はごまんとあります。僕自身，もちろん順位で負

けるのも悔しいですが，より悔しいのはこの人の方が自分より面白い議論をするなあと思

うときです。（同時に尊敬の念を抱きもしますが。）また僕とディスをする機会があれば是

非楽しいものを共創しましょう。 

 


