
Assembly East 2nd 乙 Table Number11 総評 

文責：立教大学 木島 

 

本稿は以下の三部構成から成り立っている。 

①．議論の大まかな流れ 

②．主な論点(アーギュメント) 

③．テーブルへのコメント 

 

①．議論の大まかな流れ 

 Narrowing が読まれ、新谷咲（青学３）と、山田（芝工３）がオピニオンプレゼン

ターに立候補し、投票の結果、新谷咲が選ばれた。ASQ は約 20 分ほどで検証し終わり、か

なりの余裕をもって Plan サイドの検証に入った。その後、岩本（日大３）が Mandate にダ

ウトを振り、議論が活発になり始める。この岩本のダウトを新谷咲がオピメとして受け入

れ、Mandate に新しいコンテンツを加えることになる。Solution の検証では、新谷南（青学

２）と岩本が反論を提示し、議論の幅を広げた。両者とも引き際も良く、時間に余裕を持

って AD を取り Comparison へ突入。OP として、新谷咲がアイデアを提示するも、山田の反

論が立て続けに提示され、最終的には一つのロジックも証明されることなく、結論として

は×T/P となりディスカッションが終了した。 

②．主な論点 

ⅰ岩本の Add Mandate するダウト 

岩本が提示したダウトは、「日本政府は、特別支援が必要な子供たちに対しての措

置として、カメラを設置するべきである。」といった内容であった。岩本の主張としては、

「学生が教育委員会に体罰の報告をできないケースがある。それが、なにかしら身体的に

障害を持っている学生だ。例えば、目が見えない学生は誰に暴力されたかわからないし、

話せない子は訴えかけることができないだろう。」というものであった。それに対して、新

谷咲は OP として、テーブルに対するメリットやデメリットを確認したうえで、テーブルメ

ンバーの意思確認をし、Add Mandate するという選択をした。 

ⅱ新谷南の Solution に対する反論 

新谷が提示した反論は、「たとえ T/P しても、体罰の数は減らない。なぜなら、T/P

したところで、先生は直接的に与えていた体罰を間接的に与えるだけになるから。結局、

体罰の数が減るかどうかはわからない。」といった内容であった。この主張が通ると、新谷

咲が掲げている Mandate による効果の内の一つである“犯罪抑止力”(Deterrent Power)の効

果がない事になる。この反論は、OP である新谷咲、山田、岩本を中心に Q と C がなされ、

最終的には新谷南が提示する反論の目的が Add Mandate であることが判明する。しかし、

そのまま加えてしまうと、AD が一体なにになり、Solution を再び検証する必要性が出てく



るなどの疑問が生まれたが、新谷咲が新谷南の Add Mandate によって得れるものを

AAD(Additional Advantage)として扱うことで解決できるということを提示し、この反論は

回収された。 

ⅲComparison での山田によるアーギュメント 

まず、OP として新谷咲がアイデアを提示する。主張は次のものである。「我々日

本政府は、DA よりも AD を救うべきである。なぜなら、AD は暴力を受けていて、DA は暴

力を与えているからだ。そして、AD は Criminal Law に適応されるが、DA はされない。よ

って、我々は AD を救うべきだ。」この論に対して、山田が反論を提示する。 

「我々は、このアイデアを検証するべきではない。なぜなら、土台が異なるからである。

AD は All であるが、DA は Some であるから。このコンパリソンをすることは、Unfair であ

るから、日本政府としてこの比較をすることはできない。」対して、新谷咲は「All vs Some

でも比較することはできる。」と主張。この両主張がぶつかり合い、検証を進めた結果、新

谷咲の Idea は All 同士を比較しているという結論になり、山田の主張が Indirect であるこ

とが判明する。 

次に、OP の Logic 検証を進めていく途中で再び山田が反論を提示する。「AD=DA

である。なぜなら、どちらの TG も Criminal Law に適応されるから。」という論を提示。し

かし、検証に至る前に、中川（青学３）が別の反論を OP に提示する。「DA は Some である。

なぜなら、与える暴力の程度が×consider であるから。」すると、それに対して新谷咲が反

論する。「DA＝ALL である。なぜなら、全ての DA は Criminal Law に適応されるから。」こ

の新谷咲の Logic が立証されたが、山田が再び反論を提示。「DA＝Some である。ただ触れ

ただけという場合もあるので、その場合は Criminal Law に適応されないことがある。よっ

て、Some である。」この反論に対して、新谷咲が、「体罰には痛みが必要であることが今日

の自分の定義である。」というダウトを提示。よって、「触れただけというのは TG に入らな

いから、ALL である。」ということを主張する。 

しかしその後も山田は一貫して同じ姿勢で「All と Some では比較はできない。」という主張

を続けるも、時間が来て終了した。 

 

③．テーブルへのコメント 

 今回の乙テーブルは、序盤から時間をかけずに進み、ロジックはしっかりと検証

するテーブルであった。そのおかげもある、コンパリに１時間以上割けるテーブルであっ

たが、最終的にはコンパリに対するセオリー観のズレを修復できず、Priority を置くことが

できなかった。途中まで良かったからこそ、もったいないという印象を持ってしまう。け

れども、最後まで活発に議論していた姿勢は見ていて熱意が伝わってくるものであったの

で、評価したい。いくつか私なりの考えを載せるが、これは正解でもなんでもないので一

つの考え方として読んでほしい。 

 



⒈．Add Mandate に対して 

個人的に、通常の Narrowing によって始められ、PSF に則るのであれば、私は Add 

Mandate しない。なぜなら、OP のスタンスとしては A/L/1AD を獲ることが PSF の目的で

あり、より多くの AD を獲る or DA を減らすことが目的ではないから。もし、Add Mandate

を歓迎するのであれば、一度 Narrowing で Suggestion を打ち、「Our Purpose を Make Best 

Policy にしよう！」というコンセを獲る。その目的を達成するための Opinion sheet として、

Confirm P＆H＆SOH→Gather Mandate→Get AD→Assume DA→Re-gather Mandate for more 

AD or decreasing DA とかにすれば良いのではないか。（実際に春セミラスト試ジャッジで

これを提示した身からすると、周りを乗せるのが大変でした。。。笑） 春セミ期から通し

て、今回の代は Spike plan や Add Mandate をすんなりと受け入れ過ぎている気がする。セ

オリー的にも、Spike は Comparison の結果 T/Plan になって時間が余った時のするものであ

るにも関わらず、Mandate の検証の時点で受け入れるケースとかもよく見られた。特に事故

はなかったが、生粋のアーギュメンターなどはそのステップにより追加された Solution を

カットしてきたりするから OP としては気を付けた方が良いと思う。個人的にですけどね。 

 

２． Comparison に対して 

今回、主な論点であった「All vs Some」のコンパリ。結局、コンパリ入る前に AD

と DA をもっと明確に確認して、比較できる部分を炙り出したりすれば解釈の差は生まれに

くいのに、そこを Confirm するプレイヤーがいなかったからこうなってしまった。また、

All と Some は Data であって、その先の Warrant にそれがどう影響し、その結果どっちを助

けるべきなのか？といったところを検証することが求められる。二項対立での Confirm をス

トリーム使ってやったり、マクロに Logic の流れと主張を明確にし、根拠を明確にし、どこ

がどうなってその先どうなるのか？とかの Confirm もあるとなお良かった。と思います。 

 

いずれにせよ、三年生は最後の大会おつかれさまでした。次は教え、育てる番なので、後

輩にも賞状をもたらせるよう尽力してくださいね。 

二年生は、結果が全てであるので、最終的になにかしら結果を残して引退できるよう努力

してください。僕でよければいつでも相談のります 

おつかれさまでした！  



アッセンブリー東日本２nｄ 11 番テーブル総評 

文責：東洋大学 西山 

順位 

1 位 新谷咲（青学３） 

2 位 岩本（日大３） 

3 位 山田（芝工３） 

4 位 中川（青学３） 

5 位 新谷南（青学２） 

6 位 栗林（明治３） 

7 位 前田（青学３） 

8 位 坂本（フェリス２） 

 

選定理由 

1 位 新谷咲（青学３） 

オピニオンプレゼンターとして議論の基盤を築き、コンパリソンまで進行させたためこの

順位となりました。このテーブル内でもっとも介入が積極的で、最後まで議論を先へ先へ

と進めようとする姿勢が見られました。またほとんどのカンファメ行い、丁寧で分かりや

すいチャートでテーブルに対し議論を浸透させる役割も果たしていたためこの順位となり

ました。介入は積極的であったものの少し遅い場面もあり、また議論を進めるときにはも

う少し落ち着いて冷静になりながらも強気な姿勢でも良かったのではと思います。 

 

2 位  

岩本（日大３） 

介入は多いとはいえなかったものの、発言 1 つ 1 つの質が高く的を射ていて、他者のインテ

を汲めている発言や重要な Q が多くテーブルの議論の終着を早め、深めるべきところを深

めるような場面が要所であったためこの順位となりました。しかしチャートに書かず口頭

で述べるのみでせっかくの発言が流されることもあり、もったいないなと思います。ハン

グリー精神のようなものではなく、自分が気になったことを発言していた印象がありまし

た。 

 

3 位 山田（芝工３） 

このテーブルにおいて主にアーギュメンターとしての役割を担っており、介入はほとんど

の場面で頻繁に行ない積極的に議論に参加していました。しかし発言をしたものの結論に

影響を与えないものが多く、基本的なところでオプレと衝突していたりする場面がありま

した。 

 



4 位 中川（青学３） 

部分的にカンファメを行ない、DA プレゼンターとなったためこの順位となりました。全体

的に介入が少なく、特に前半はほとんど発言が見られなかったため残念でした。 

 

5 位 新谷南（青学２） 

Q やカンファメを行い、またオブジェクションも行なっていたためこの順位となりました。

上級生相手にも堂々と発言していた姿勢が印象的です。 

 

6 位 栗林（明治３） 

Q を行なう場面がありましたが、限定的な介入であったためこの順位となりました。 

 

7 位 前田（青学３） 

介入が極めて少なかったためこの順位となりました。 

 

8 位 坂本（フェリス２） 

発言が見られなかったためこの順位となりました。 

 


