
Assembly 東日本予選 甲２テーブル総評 

ジャッジ：青笹（上智４）、川島（立教４）、江尻（青学４） 
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０はじめに（文責：江尻） 

この総評は Assembly 東日本予選甲２テーブルのジャッジを僭越ながら務めさせてい

ただいた各三人が半ば主観的に述べた構成になっている。各テーブルメンバーが内容面

並びに伝えたかったことと我々がジャッジとして理解したこととが違っている可能性

はあるがご容赦いただきたい。我々共々稚拙ながらこの総評が後世の為となるように書

き綴っていきたいと考えている。 

 

１議論の流れ（文責：江尻） 

（ⅰ）Narrowing に対する質問 

（ⅱ）オピニオンプレゼンター（以下オピメ）決め 

（ⅲ）problem・Harm 確認 

（ⅳ）SOH 

 

（ⅰ）Narrowing に対する質問 

 序盤 Narrowing に対していくつかの質問やコンセンサスを取る試みから議論が開始

した。まず石橋により「教育論題での make situation better for Japanese National（以

下 msb for J/N）とは政策がもたらす教育的効果で判断するべき」との質問ないし指摘

が行われた。鵜殿、大和田などのカンファメ―ションにより指摘を受ける条件・タイミ

ングとしてオピメが決まった後にすべてのテーブルメンバーの同意が必要とし後回し



となった。しかし私は後々の議論にこの話が生かされることはなかったと捉えており何

故か忘却されてしまったと考えている。次に真船の「１AD とは各個人の精神的苦痛と

いうものではなくその被害の Detail であるべき」との質問・指摘が展開された。川崎の

カンファメ―ションにより Detail とは各個人が陥っているミクロな状況や状態（death

や physical pain）を指すことが分かった。質問として処理され Narrowing プレゼンター

の羽根川がアンクリアのスタンスを示し大和田のサジェスチョンによりオピメが決ま

った後に話されることになった。 

 

（ⅱ）オピメ決め 

オピメ決めでは川崎、桑野、真船の三人が立候補した。 

川崎：「問題児による学級崩壊を体罰によって防止する」という方向性のもと体罰を合

法化するというオピシ。条件下での体罰（=暴力）容認と学級崩壊を防ぎ教育を

正常に受けられることとの比較をやり玉にあげたものであった。 

桑野：体罰厳罰化（いわゆる usual オピシ） 

真船：体罰厳罰化だが Narrowing での話と関連し Harm を生徒の「死」に置いたもの 

各テーブルメンバーによる質問は割愛するが結果 Narrowing からの一貫性のある意見

提示なのかパンツがオブジェクションを持っているからなのか本人自身も驚いていた

が Voting によりオピメが真船に決まった。 

＊オピメ決めのＱは AD や SOH の証明方法などではなく各立候補者が持つ仮説なり意

見を引き出したほうが選ばれずともその意見が生かせる場合もありまだ有益といえよ

う。このテーブルメンバーでの結論意識がほぼ欠落していることを冒頭から感じた。 

 

（ⅲ）Problem・Harm 確認 

ここから約 1 時間 20 分 problem・Harm 確認に移行する。その冒頭川崎からコンパリ

ソンのイメージについてハームがdetail(AD) なら DAも detailになるかという問いで

真船が体罰による教育的効果が失われるという detail で ADDA コンパリを実施するこ

とを提示した。桑野の質問によりADのdetailとは肉体的苦痛によって自殺すること（＝

death）ということが浸透し石橋が存在の有無に言及したが真船がエビデンス証明を行

うことを主張した為流された。次に鵜殿のカンファメ―ションにより真船の方向性とし

て「体罰を厳罰化させることで体罰による肉体的苦痛を全て取り除くこと」が分かりそ

の中で一番深刻な”result”として自殺をする生徒をＴＧと置いたことが浸透した。続け

て鵜殿が DA の detail からの逆算として「体罰の教育的効果」を目的、結果の面からカ

ンファメ―ションを行った。当初真船の答えが錯綜しテーブルが混乱。石橋が①教育目

的のみでかつ結果を得られた TG に体罰を行った先生の存在②その TG が深刻

（=serious）かどうかという二つの指摘を行い①はエビデンスをもって problem と

harmを確認する結果を生み②はSOHを立証できるかどうかとし話の効率化を促した。



大和田はこの一連の話のカンファメ―ションに石橋の話をより浸透させ真船の答えと

して自殺をしたという result に絞り他の教育的効果については言及しないスタンスを

示させた。その後鵜殿によって議論のブレや純粋な教育問題内での比較検討を目指すた

め体罰の目的を教育に絞ろうというニュアンスの提案があったが依然のスタンスをキ

ープし受け入れられなかった。次に Harm のインパクトとしての SOH の立証方法だが

オピメ立候補時より mental suffer（以下 m/s）での立証が浸透していたが羽根川のカ

ンファメ―ションにより m/s というプロセスを経た自殺において深刻かどうかを立証

することが判明した。 

 

（ⅳ）SOH 

約１時間議論終了まで SOH の検証に費やす。まず検証開始時馬場から SOH をスキッ

プしよう！という提案がなされた。主張として①セオリーとして against will＝seri は

自明の理であること②テーブルメンバーが真船の Core を達成する必要があるというこ

とから SOH を検証する必要はないというものであった。大和田のカンファメ―ション

により真船の同意で提案通るか決まることからテーブルは混沌と化したが、真船の

「SOH にオブジェクションある者はいるか？」というテーブルメンバーへの質問で大

和田と謎に馬場自身が手を挙げたため提案は通らず真船が SOHを立証することが決定

した。Seriousness を検証するため石橋が①m/s 自体が serious②その serious が death

の深刻性を証明できるか（Applicability）の二つの論点を提示する。桑野によってその

論点で検証するべきとの意見が浸透し論点を絞ることになった。次に大和田の②の反論

の検証に移行する。 

要旨「たとえ m/s が要因でも自殺では death>live の構図があるため following will で

あり serious であると証明できない」当初、SOH の証明の仕方として TG 目線の

seriousness ではなく政府目線の seriousness も証明条件に入れるべきだという自身の

指摘があり第三者目線での against will（×want to get C/P）と following will(want to 

die by oneself)＜カッコ内は推測＞と比較したいということだった。しかし「A/W is 

different」という論理展開がイメージしにくいラベリングや SOH の証明の仕方で政府

目線を入れることの論拠など大和田の主張は見えにくかった。そのため真船が反論でも

って強制終了させるアプローチを始め、against will の優位性を示そうとしたが

「following will は against will が起点である」という半ばトートロジ―な主張だった

ためテーブルは混乱。結局大和田の反論をテーブル内に落としきれたのは議論終了直前

の川崎のカンファメ―ションのみであり「following will＝×serious」という文言に集

約された。これへの反論をテーブルメンバーが試みたところで議論が終了した。 

 

２リフレクション （文責川島） 

（ⅰ）タイムマネジメント 



（ⅱ）変則オピシ・ニュートピック 

 

（ⅰ）タイムマネジメント 

 今回のディスカッションは SOHにて終了し、結論として何が残ったかを第三者的に確認

することはできなかった。Problem や Harm にてコンパリゾンに関わる多くの質問がテー

ブルに現れ、多様な視点からオピニオンシートを見ることができていたことは評価できる。

しかし、我々が行っているのは Policy Determine Discussion であり、多様な視点や価値観

をなんとなく共有する Value Discussion の類ではない。これを考えると、いかに優れた布

石であろうと、意見であろうとテーブルの結論に結びつかない限り価値はない。タイムマ

ネジメントの話に戻ると、ASQ で多くの時間を割くこととコンパリゾンやアーギュメント

に時間を割くことのどちらに価値があるかを考え、３h という限られた時間で結論を得る姿

勢を持つことが求められると思う。 

 

（ⅱ）変則オピシ・ニュートピック 

 今回のテーブルでは真船（早稲田３）の QL＝death のオピシが選ばれ、議論された。普

段見慣れない QL である為、コンパリゾンや SOHの証明に懸念を抱く者もおおく、議論は

停滞した。停滞の理由は 1、OP がどのエリアで何をしたいのかを提示しなかったこと。２、

主導権のほしさあまりにリピートカンファメーションが乱発されたこと。３、S や Obj が

出るのが遅かったことが挙げられる。変則オピシやニュートピックの際は、Q が乱発する

ことが多い。その際に論点と話し方の取捨選択を行う必要がある。 

 

３順位選定理由（文責：青笹） 

                             第１位：大和田（明学３） 

                             第２位：真船（早稲田３） 

                             第３位：石橋（明学２） 

                             第４位：鵜殿（早稲田３） 

                             第５位：桑野（東大３） 

                             第６位：川崎（立教３） 

                             第７位：羽根川（立教２） 

                             第８位：馬場（獨協３） 

                             第９位：山川（立教３） 

 

選定理由 

 まず初めに、議論の流れからわかるように特異なオピニオンシートが選ばれたにも関わ

らず、そのオピニオンに対してプレゼンターの持つ意見や考えを引き出し切ることができ

ず、またその是非を問うような議論も為されなかったため、高評価を得たものがいないこ



とを記しておく（これは基準や点数という意味ではなくジャッジからの認識としてのこと

である）。誰にでもできることをいかに上手く、そして多くやるかが主な選定理由となる。 

 

第１位：大和田（明学３） 

 テーブルに時折飛び出た突拍子のないアイデアや意見をカンファメ−ションし、それから

テーブルにもたらせる影響を効果的に他のメンバーに浸透させていた。SOH で焦点となっ

たのは「TG にとっての死が A/will であるかどうか」、「seriousness の立証を J/G 目線で行

うか TG 目線で行うか」の二点であったが、そもそも真船が立証しようとしていた

seriousness が「death=serious」という包括的なものなのか「student c/suicide という状

況下における death=serious」という局所的なものなのかは馬場のサジェスチョンからもわ

かるようにテーブルメンバーのコンセンサスになっていなかった様に感じる。SOH で立証

するものが前者であるならば立証方法のうちに A/willないし S/Mを使っても不自然なこと

はなく、むしろ馬場のサジェスチョンを通すのも一つの手であったのではないだろうか。

後者であるならば、その立証が（ⅰ）死に対する A/L/1 の A/will によってなされるのか（ⅱ）

大和田の主張となったマインドコンパリソンの結果によって為されるのか（即ち J/G 目線

として結論を出すべきということ）は確認するべきであったように思う。通常の S/M の

seriousness 立証において（ⅰ）がまかり通って居る以上、QL が death になった途端（ⅱ）

による立証を主張するのは些か不自然に思えた。ただし、（ⅰ）を使った立証では結局体罰

をされた生徒が絶望の末に自殺をするということにユニークな seriousness 立証はされた

ことにはならない（人間が死に対する忌避感を持つのは基本的に普遍であるといえる）た

め、いずれにせよ反論を続ける、あるいはテーブルの論点を今回の death の seriousness

立証の難しさという一点に落とし込むことはできたのではないだろうか。とはいえ特異な

オピニオンシートに対して反論を試みる姿勢は非常に重要であり、自分の反論を検証し始

めるための推進力と合わせて１位と判断するに十分なパフォーマンスであった。今回の議

論では真船の持つ仮説や意見に深く触れることはできなかったが、PDD という枠組みにお

いて１位をとるディスができるというのは明確な強みであり、後世に残すべき技術である。

普段の彼に見られるテーブルの論点を収束させるようなプロシージャー提示も合わせてこ

れからの現役には彼から学べることは非常に多いはずだ。関東、そして全国を代表するデ

ィスカッサントとしてのこれからに期待する。 

 

第２位：真船（早稲田３） 

 甲テーブルという熾烈な争いが見込まれるテーブルで普段とは違うオピニオンを提示し

たことは非常に高く評価されるべきことであり、SOH や P-H リンク含め、普段誰もが当た

り前と思って検証すらしなくなったエリアに価値を与えたことは思考停止気味なディス界

に大いに影響を与えるべきことであり、またこの総評を通じて現役諸君にも是非考えて欲

しい。２位としての選定理由はオピニオンを提示して議論の土台を作ったというオピニオ



ンプレゼンターに対する決まり文句のようなものではなく、自身の考えを立証しようとし

ていたこと、他人の意見を的確に理解、浸透させ、自分のオピニオンシートのどこで話す

べきかを明示できていたことにある。持ち前の鋭さ、機転の良さからかそういったことは

普段のオピニオンシートに照らし合わせさえすればわかることなのだろうが、オピニオン

プレゼンターに選ばれた際に驚いたことからもわかるように、これについて議論したい、

という強烈な思考は感じられず、vote を誘導するようなこともなかったので、そのことが

テーブルの論点の収束を防いだように感じる。オピニオンプレゼンターは文字の通り自身

の持つオピニオンをテーブルに提示し、それを検証する手順や方法を明示する義務がある

と私は考えているが、その点においては真船の提示の仕方は不十分であった。議論を自分

で進めるでもなく、テーブルメンバーの Q やアーギュに任せて受動的に進行していたこと

からも結論をとる意識の欠如が感じられ、そこが１位に押し上げられなかった理由ともな

るであろう。春の大セミナーで涙をのむ結果を得てから、いかにディスカッションを作る

か、議論をするかを真摯に考えてきたからこそ後輩に与えられるものも少なくないだろう。

人と同じようにできない、人と違った考えを持つことを恥じることなく自身の考えを伝え

ていってほしい。 

 

第３位：石橋（明学２） 

 ２年生ながら甲テーブルに来たこともさることながら、今回のテーブルにおいてジャッ

ジが最も積極的な評価をしたのは石橋であった。テーブルに必要な検証手順や内容、テー

ブルにおいて中核をなした議論に関するダウトを初めに提示したのはいずれも石橋であり、

実は本テーブルは彼女の言った通りに議論が進行していた。物怖じせず介入し、自身の疑

問を回収するまで引き下がらない姿勢は３年になっても必要なものではないかと思う。３

年になった途端にがつがつしたディスカッションはださく、きれいにスマートに話さなけ

ればという脅迫観念にでも駆られるのだろうが、それで負けていては意味がない。その精

神は誰もが見習うべきものであり、自身にも忘れないでいてもらいたい。惜しむらくは彼

女の提示した内容を浸透させ、実際にテーブルをそこに乗せたのは彼女の手ではなく、他

のメンバーによってなされたこと、ナローイングで提示した意見が結局その後に連なりを

見せなかったことである。理解できない他人のアイデアに対して QC ができるのであれば、

伝わりきらなかった自身のアイデアを着実に浸透させていくのが次のステップだ。２年生

ながら甲テーブルで３位をとったのは評価されるべきことであると同時にプレッシャーに

もなることだろう。驕らず、次の目標を見つけ成長を続けていって欲しい。 

 

第４位：鵜殿（早稲田３） 

 本テーブルにおいて最も結論意識があったのは鵜殿だったのではないだろうか。テーブ

ルの論点を絞ろうとするサジェスチョンや死を QL とする以上は DA も S/M ではなく客観

的事実を QL として置くべきであるとのカンファメ−ションなど、常に大局的な目線からテ



ーブルを見ていた。しかし前述の通り真船の結論意識が乏しく、また話したいという論点

が明確だったわけではないので鵜殿のカンファメ−ションやサジェスチョンがテーブルに

対して常に効果的であったとは言いがたいものがあった。オピニオンプレゼンター、とい

う役割に対するリスペクトが強く、真船にこだわりがあるはずだ、という自身の偏見ない

し予想にこだわりすぎてしまったことが仇となったのではないだろうか。時にアプローチ

を変えることは殊勝負においては重要なものであり、テーブルにニーズのあるものを選べ

るとよりよい介入ができていたように感じる。勝つためにこだわること、というのは特に

今年の現役からは避けられがちで、楽しいディスカッション、を目指す人が多いように感

じたが、それをアッセンで実現する必要性はない。もちろん常にそうできればそれがベス

トだが、そうではない実力までしか得られず、一発で勝負の決まる大会に来てしまったの

なら自分のポリシーに反してでも勝ちのこだわることは責められるべきことではない。エ

キシビションテーブル、甲テーブルそして強豪校早稲田のチーフとして一年間引っ張って

きたことを考えればこれは決して彼女に実力がないということではない。前述の通り、相

手の意見を引きだそうという QC はテーブルの中でも光っており、普段のディスカッショ

ンであればそこから結論をとりにいくようなサジェスチョンが見られたのかもしれない。

ディス界が彼女から学べることはまだ多いはずである。 

 

第５位：桑野（東大３） 

 彼もまた、オピニオンプレゼンターやアイデアプレゼンターの言うことに沿おうとして

いた。が、前述の通り核のない相手にはあまり効果的とは言えず核がない故に相手の言う

ことを捉えることに苦労していた印象を受ける。桑野は通常のオピニオンシート（いわゆ

る厳罰化オピシ）で立候補していたが、話すべきあるいは話したい論点を明示しており、

その点においては非常に好印象であった。ディスカッションにおいて時折見られることだ

が、やっていること（オピニオンシートの構成や各人の持つ立証責任の遂行）は往々にし

てやりたいこと・やろうとしていることと一致しない。今テーブルにある議論にしか目が

いかない、今回のようにテーブルに表れた議論に任せるような雰囲気に陥るのは春セミ期

アッセン期通じて非常に多かったが、これこそが結論意識の欠如の表れであると考える。

各エリアの立証責任を明確化し、石橋の提示した論点にテーブルメンバーを誘導したのは

桑野であったが、結論意識のないテーブルにおいて為されている議論が必要なのか不必要

なのかの判断がし難く、介入がそれを指摘するものや、テーブルとして必要なものをカン

ファメ−ションする、というよりも自身の理解を促すためのものになってしまった。SOH以

降それが顕著となり、テーブルにおけるプレゼンスが減少していったのがこの順位に落ち

着いてしまった理由である。TDF プレジデントとしてディス界へのコミットや大会の運営

の仕方に留まらず競技ディスカッションで得た経験や知識を伝えていってほしい。 

 

第６位：川崎（立教３） 



 Causeを設定せず、体罰によって学級崩壊を防ぐというオピニオンシートを提示したが、

Problem、Harm の存在確認の困難さからか、もしくはオピニオンシート上で検証すべき点

が見当たらない（コンパリで話される論点は通常のものと同じになってしまうため、オピ

ニオンシートの検証に特異が故に時間がかかるだけ）と判断されたか、選ばれることはな

かった。（個人的には特異なオピニオンシートを提示する場合はその中で議論できる場所、

仮説を持つべきだと考える。論点が散らばるだけ散らばって、コンパリでは全く使われな

い、というのは何とも無意味な時間の使い方ではないだろうか。）DA に S/M を使わないで

欲しいという真船の意見や death の seriousness 立証の前提として S/M の seriousness 立

証が潜在的に存在することを示唆するなど、テーブルに影響のある発言は散見できたが、

介入量が限定的であった。大和田の反論が真船の主張と合致していないという最後のカン

ファメ−ションは非常によいものであったが、残り時間が少なくその有効性をテーブルが実

感する前にディスカッションが終了してしまった。理解が追いつかないときであっても前

提の部分からカンファメ−ションを打てるのは彼女の強みであり、その中にテーブルが当た

り前と思っておろそかにしていた論理があることはしばしばある。後発型としての介入の

質は目を見張るものがあっただけに介入が少なかったのは残念であった。新興勢力として

一気に拡大した立教の渉外をこなしながらここまでのぼり詰めたことは軽視すべきことで

はない。躍進した立教の後を追いたければ彼女に教えを乞うことは無駄にはならないはず

だ。 

 

第７位：羽根川（立教２） 

 ナローイングにおいてされた２つのクエスチョンをテーブルが停滞しないようにうまく

さばいた。ナローイングの持つ制約力やそこでコンセンサスになる内容は形式が固定化し

たことで当たり前だと軽視されがちだが、その理解を深めることは非常に重要である。オ

ピニオンシートの検証に移ってからナローイングに反論しているようなアーギュメントは

少なくない。そういった時にテーブルの現在地を確認できることは確かなアドバンテージ

になるだろう。２年生にして試ジャッジからコンスタントに甲テーブルに進出したことは

多くの２年生の刺激になったのではないだろうか。また Harm において death と S/M が従

属的な関係ではなく独立したものであるという真船のアイデアを引き出すなど各所で光る

クエスチョンが見られた。独立したものであるにも関わらず seriousness 立証に S/M を用

いる自己矛盾については…等まだまだ自身の発言からテーブルの論点を抽出できたはずで

ある。今後の現役を引っ張る一人として一層の活躍を期待したい。 

 

第８位：馬場（獨協３） 

 テーブルにおける発言が少なくとも、現役諸君は彼がディスカッションに臨む姿勢を是

非学んでほしい。甲テーブルのような勝負の色が濃く出るテーブルにあって、笑顔を絶や

すことなく常に他人に対して相槌を打ち続けるというのは思っているより簡単なことでは



なく、またバカにするべきことではない。テーブルの雰囲気を和らげ、無意味な衝突を避

けられていた要因の一つに彼は挙がるべきであろう。SOHにて通常の S/M の立証方法から

して真船の death の立証は必要ないというサジェスチョンが為されたが、前述の通りそれ

は真船がなにの seriousness を立証するのかに依拠する。サジェスチョンが通らなかったの

は真船の意向ではなく、単に SOHに反論を持つ人がいるという受動的な理由に過ぎなかっ

たため、テーブルとしては馬場のサジェスチョンが不適切なものであったかはわからない

ままだった。そこでカンファメ−ション（馬場のサジェスチョンが棄却されたことによるテ

ーブルへの意味）を行えていれば SOHで為された反論の様相も少なからず変化したのでは

ないだろうか。 

 

第９位：山川（立教３） 

 介入量が非常に限定的であり、テーブルの議論へ貢献できなかったのは残念であったが、

白熱しそうな中での彼女の発言はまるで時が止まったかのようであり、またプレゼンテー

ションの柔らかさからも思わずジャッジ陣にも和やかな雰囲気が流れるなど、彼女もまた

甲テーブルという場においては異質なものを持っていた。議論についてこれなかったのか、

甲テーブルにこれたことに安心して気が抜けてしまっていたのかはわからないが、生きた

議論として PDD を捉え、もっと自由に会話のように発言が飛び交ってもよかったのではな

いだろうか。 

 

最後に 

冒頭で述べたとおり決してハイレベルな議論が見られたテーブルではなかったが、ディス

カッションをする姿勢としては非常に好印象であった。テーブルのメンバーそしてこの総

評を読んだ人が何か感じ取り、自身のあるいはディス界の成長に繋げてくれればと思う。 

 

 

４ジャッジ陣のコメント 

青笹雅史（上智４） 

おつかれさまでした。辛辣なのか褒めてるんだか自分でもわからないんですが、こっから

は思ったことを書こうと思います。 

 

今年の現役を見ていて思ったのは、なにがおもろくてディスしてるのかな、ということで

す。いつも同じオピニオンシート、同じアーギュメント、同じトリート、同じコンパリア

イデア…だれもがやれることを一番早く、一番うまくやった人が勝つ。そんな印象の代で

した。そしてそれは最後まで変わらなかったと思います。 

教育ってなんだろう。体罰ってなんだろう。そういう問いへの答えは見つかりましたか。

seriousness 立証や各リンケージの立証は何故必要でどうあるべきで、セオリーはなぜ間違



ってないと言えるのか。そこに対する自分の見解はありましたか。 

もちろんみんながみんな考えていないというわけではないと思いますが、それをテーブル

に提示した人はほとんど見ていないように思います。プロソルは A/L/1 AD をとるためのプ

ロシージャーではありません。思考実験を放棄してそのためにしか使えなくなってしまっ

たらプロソルのオピニオンシートに検証の余地はありませんよね。A/L/1 は否定しきれない

のになぜ検証するのか。考えるべきことはまだまだ多いのではないでしょうか。 

 

さて、老害臭い説教はここまでにします。笑 

春の大セミナー、アッセンブリーとジャッジ基準局長としてディス界を見てきましたが、

ディスカッション中の３時間を離れれば本当に様々な個性を持つ現役諸君とふれあってき

たなと思います。自分が現役だったときよりも遙かに多くのことを考えさせられました。

とても楽しく、充実した日々であったと記憶しています。ディスカッションだけではなく、

そこに関連した思考力、人間関係などそこから何を得るか、何を残すかは自分次第です。 

みんなはこの春セミ、アッセン期間を経て何を残せましたか。何かためになりましたか。

そうであったなら執行代として嬉しい限りです。 

言いたいことはまだまだあるのですが、川島君と江尻君がいいこと言ってくれるのでそち

らに任せます。 

それでも足りない部分、まだまだディス界が改善すべき部分は君たちに任せます。 

その手助けはこれからの大会で（呼んでいただければ）していきましょう。 

 

２０１５年度上智大学 E.S.S. Discussion Section Chief 

青笹雅史 

 

 

川島晟（立教４） 

お疲れさまでした。 

またディスしましょう。最近、パンツが恋しくなってます。 

まだまだこれから！ 

いろんな貢献ができるし、うまくなる！ 

 

江尻宗也（青学４） 

まずお疲れさまでした。ゆっくり休んでください。私は最後に文字に残る部分なので意外

にもつらつらとメッセージを書いていこうと思います。 

 

アッセンの結果は出ましたがジャッジからの評価を気にするディスカッションは個人的に

も全体的にも成長はしないし正直つまらないし魅力的ではないです。何故なら紋切り型の



プレイヤーが増えてほぼ新規性がなくなりディス界が多様性に欠けるからです。最近まで

はそんな状況な気がします。春セミ試ジャッジから通して見てきましたがそこの優劣しか

ないのに安定しない人がいたりワンチャンスをモノにする人が増えたり上手いとされてい

る人が負けたりすること多かったように思います。要は紋切り型を習得するのは簡単で差

別化できないから簡単にひっくり返るってことなのだと思います。特異性がないってこと

です。その意味で拮抗していて私だけではなくジャッジ全員が正直今回の甲テーブルも誰 1

人ファイナリストに積極的に推す人はいませんでした。 

 

個人的な意見ですけど現役の人たちは何々論者みたいな人って殆どいないですよね。私は

意見、idea として現実を見つめるべきなのか理想を追い求めるべきなのか、何が良いのか、

悪いのか、それは何故か、云々カンヌン語れることがまずテーブルの椅子に座る資格であ

ると思います。何故なら他のメンバーとの相違点を見つけることができず議論する所が必

然的に無い、つまり Discussion する意味がないということと同義だからです。 

 

仮に意見があってもこの PDD に「どうせ出しても…」というようなニヒリズムが蔓延る理

由は「結果を取れる、皆いつもやっている、その意味で正しいとされる」フレームワーク

が多様な意見を弾いたり無かったことにさせてしまっているからです。要は思考放棄、逃

避がまかり通っているということです。それを簡単に受容する側にも疑問がありますが。 

narrowでの提案とかイデオロギー対決とか皆避けているけど乗ってみたり取り入れたりポ

ジティブに捉える試みも良いのではと思います。もちろん論理崩壊していたら指摘すべき

だと思いますけど。 

 

また各個人的な目線からみるとこの大会とか春セミはゴールではなくただの学生時代のプ

ロセスの一部でしかないので知識、意見醸成、プレゼン、ファシリテーションなどを学び

成長させるということが前提なのではと考えます。なのに自分に嘘をついて真っ向勝負を

避け他人を貶めることを「プレパ」と捉え結果をとることは私には不毛な時間を過ごして

いるようにしか見えません。Dis 界は所詮井の中の蛙を生み出す場所だと思います。しかし

その井戸の中で一心にもがいてぶつかって欲しいと思っています。奥深さに触れ、絶対に

到達できない場所があると悟り外をのぞいてみたりすることでやっと自分の浅はかさに気

づくようになり成長していくのだと思います。 

 

私は常にディスカッションが終わるたびにこの何時間かに何の意味があったのだろうと考

えます。なかったら辞めた方が自分のためだからです。今回現役引退された方達はプレイ

ヤー期間を通じて何を学んだか自分に問うべきだと思います。何もなければ今までの活動

は無駄な時間だったということですし何かがあればそのマインドを後世に残す最終ミッシ

ョンがあります。有意義で無かった、または教えることがないという人は大して現役で努



力をしていない人です。 

 

学び舎が違う同期と意見や価値観を共有しぶつけ合えて結論を創り上げる環境って他に探

してもこんなクレイジーな活動は私の知る限りではありませんでした。私のそれまで独り

よがりで幼稚だった思考もここ何年かでちょっとは向上したかなと思っています。その中

で良いライバルも仲間もできましたし。ところで皆さんは意見をぶつけ合いましたか？ 

 

わりと長々と書きすぎました笑 そろそろ終わります。 

ぶっちゃけ全部主観的な意見ですしまだ独善的なのは直らないからスルーしてもらっても

構いません（笑）でも伝えたいメッセージは上記の通りです。ファイナリストだろうが甲

何位だろうが乙何位だろうが 3 年はやることがあって 2 年は 3 年いるうちに吸収しまくっ

て自分を高めればいいのではないかと。DIS界はうまく利用すれば良い環境になり得ます。

笑 

ではまた大会やらなんやらで会える日を楽しみにしています。 
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