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1. 議論の流れ（文責：鈴木侃太） 

 引退する身になっても議論を評価できる身にはなれませんですが、ジャッジ

していた側としての解釈の上、議論の流れを書かせていただきます。 

 

[Narrowing] ９min 

 城倉の Narrowingから議論が始まった。矢田部が educational issuesに対し

て「日本政府は教育問題を誰のためを考えて議論すべきか。」という問いを投げ

かけた。城倉は「特に絞っていない。」という回答をしたが、矢田部は「日本政

府は生徒のためを考えて議論をすべきである。その為に、教育効果を高めるた

めの政策を考えるべきである。」という Sを提示した。野中の effectを確認する

Qから、矢田部はここで自身の主張を押し通そうとする意思がないことが明確

になり、城倉は「TGが不明確であり、OPが決まった後明確になるため、現在

は判断しかねる。」ということで、矢田部の Sを取らない結論で収束した。 

 Votingでは、城倉のみが OPとして立候補し、自動的に城倉が OPとなった。 

 

[Problem Area] 38 min 

 Problem AreaではmustQを含めた、一般的な質問がされる中、宮田が「体

罰の目的は生徒の悪事を止めるためであるということを、一つの例としてコン



センサスを取りたい。」と投げかけた。手前、OPが目的に関しては考慮しない

と述べていたため、このコンセンサスはすぐに成り立ったが、これに関して矢

田部が「先生目線では、その他の目的は存在しない。」という意見を提示した。

長江が「ストレスによる体罰も OPは含んでいるのでは？」という確認から、

矢田部の意見は消失したが、最終的には NFCでそれに基づいた反論を展開する

ということだけが共有された。 

 

[Harm Area] 20 min 

 Harm Areaでも基本的な Qにより、TGを明確化する作業が行われた。主に、

term of M/Sの話において停滞が生まれた。理由は OPの回答に矛盾が生じたた

めである。OPは体罰を受けてから、体罰を受ける可能性がなくなる（卒業する）

までという範囲を termにおいていたが、終始momentという言葉を使用して

いた。つまり周りの人からは体罰を受けている瞬間にこだわっているようで、

termの範囲を見るとこだわっていないという様に映っていた。 

 これに対して、宮田が「体罰を受けていない時、fear pain by C/Pをするか。」

という Qから OPの意図を把握しようと試みた。もし fearするのであれば、

momentではなく TG has always M/S となり、fearしないのであれば、TG has 

M/S while he/she is getting a C/P となる。これに対して OPは fearするという

回答をした。しかし、OPは termはコンパリで使わないため重要じゃないと答

え、宮田が「結局どれが TGなのか。」と聞くと「身体的苦痛を得た人。」と答

えられ、先ほどの Q、そして effectがうまく機能していないことが明らかにな

った。 

 宮田の Q 自体は、悪くないものであった。相手の矛盾を突く際、Q の回答を

得ることで自らの口で矛盾していることを公言させることが有効的である。し

かし、その際重要なことは、その回答がどれだけ重要なものになるかしっかり

とテーブルに浸透させておくことである。でなければ、いくら鋭い Q を仕掛け

たところで、相手からしたらごまかすことが可能であり、周りもよく分からな

い Q をしている人だなと思ってしまう。Q を用いて議論を展開させていく場合

は、その回答は何を意味するのか、どうしてそういう意味合いになりうるのか

という説明を、端的に伝え、浸透させる必要がある。そのため Q に reasoning

が生まれる。現役のディスカッションを見ている際、事細かに Q や C に

reasoningをつけている人を見ることがあったが、はっきり言うと時間の無駄な



ものが多かった。その上、reasoningの不必要性や、回答を先にしようとする人

に対しては「まだ説明の途中で終わってない」などという人を見受けられたが、

これではどちらが発言を遮っているかわからなくなっている。必要性や重要性

を浸透させるために reasoning はあり、なんでもかんでも reasoning を深める

必要はないと考えられる。以下ばうあーさんのツイートを参考にしていただき

たい。(ばうあーさん. Twitter. Web. 8 June 2014. 13 July 2016) 

OP「ネセシティ示せよ」 

本田圭佑「いやネセシティ示さんでええやろ、ていうかね、なんでネセシティ

示さなあかんねんと。それを示す時間を使ってね、内容について議論する、そ

ういう考え方も出来ると思うんですよ。だって考えてみてくださいよ、ブラジ

ルの選手ネセシティ示さないでしょ。」 

 

[Cause Area] 3 min 

 特筆すべきことはない。 

 

[NFC] 57min 

 NFCでは矢田部が objectionを提示し、その検証（データセンテンスのみ）

に関して約 1時間を費やした。 

 矢田部の loginは以下の通りである。 

        ○room = ×touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 彼の論理は、「体罰には悪い影響もあるが、良い影響もある。AP では悪い影

響とともに良い影響も消えてしまう。そのため SQ の方が AP より良い。」とい

うことであった。そして、検証に入る際に、体罰において「良い影響が全くな

く、それでもって職を失うに値しないもの」が例外の条件であると提示する。

C/P = good effect 

good effect = ×touch 

e effood 

good effect = SQ is better than AP 

better = ×touch 

e effood 



矢田部の中では、体罰は少なくとも良い影響を含んでおり、良い影響が全くな

いものは、すべて職を失うに値するという前提があった。そのため、議論はこ

の前提の正当性から検証されていくと思いきや、各々が「AP」という言葉に反

応し、「流すため」の介入をし続けていた。矢田部にとって、そのような介入は

想定内であり、前もって対処法を考えておくことは容易であろう。それが深度

を担保する介入を減らし、結果時間がかかった原因であると考えられる。 

  

 まず野中が、矢田部の logic に対して V/P と goal の確認をした後、「AP の話

だから go nextして後で話そう。」という Sを提示してきた。これは上に記した

ように、矢田部の掌の上で行なわれていることである。Task 上 AP が関わって

くるため、そのような Sを出してくることは容易に想像出来る。 

 これに対して矢田部は「学校は M/S を与えるシステムを取っているため、

A/L/1 でマイナスが確認されたかといって touch すべきという結論に至れない。」

という理由を提示する。具体例としては、学校では宿題や、勉強そのものが A/W

を生み出しており、C/Pも学校のシステム上起こっている A/Wであるが故に、

ただマイナスが確認されたからと言って touch と結論づけられるものではない

という考え方である。 

 このように、相手が task で流されることを想定している相手に task を使う

ようでは、相手の持っていきたい議論へ引きずり込まれることが往々にしてあ

る。野中の S 自体は間違ってはいないが、S を出すタイミング、理由が大きく

ずれていた。このことについては後述することにする。 

 

 続いて野中が「SQでも BoEは体罰に good effectがあるとは言及していない

から、indirectである。まず directであるということを証明してほしい。」とい

う burdenを振るが、結果浸透することはなく違う話題に切り替わってしまった。 

 そのあと、長江が「ストレスによる体罰が教育になる理由は何なのか。」と聞

き、矢田部は「ストレスが溜まっていても、体罰をするときは生徒が何か悪い

ことをして、ストレスがそれに加算され体罰が行われる。」という回答を返した。

これに反応して城倉が「ストレスによる体罰は生徒の行動改善に繋がらないた

め、教育ではない。」というダウトを提示する。 

 読んでいる人は気がついただろうが、当初、矢田部がクリティカルヒットす

る例外の条件を提示していたが、議論がそこから遠ざかっている。これではダ



ウトを提示しても、indirectと言われたり、so what?で返されてしまう。 

 城倉のダウトは、まさしくその軌跡を辿った。矢田部のいう good effect、つ

まり体罰をする目的には教育のため、という要素が少なからず含まれるという

意見に対して、その総量の比較に論点をすり替えられてしまった。 

 簡潔に言うと、「行動改善につながるかどうかではなく、体罰そのものに教育

的効果が少なくとも含まれているかどうか」を否定できていないのである。そ

の結果、教育とストレス発散のどちらが体罰に影響を及ぼしているかの比率と

いう話に進んでしまった。 

 矢田部的には比率はどうでもよく、含まれているという事実が重要であり、

比率がストレス発散>教育という結果になろうが、例外の条件を満たしていない

というのが本音であっただろう。 

 

 この展開ののち、城倉が「すべてストレスで構成された体罰を否定する根拠

は何か。」という、最初の例外の条件の正当性を確認する Qを投げかけた。やっ

と議論を始める準備に入ったという感じであった。矢田部は evidenceを用いて、

「BoEは bad C/Pとして程度が過激なものや突発的なものをあげており、これ

から推測するにすべてストレスとなると、bad C/Pに含められており、SQです

でに lose a job をしている。」と回答した。これにより、この evidenceとそこか

ら矢田部が推測している事象の正当性の検証に入った。そして、長江が「すべ

てストレスであろうと、その先生が臆病者で程度が軽くなるものも存在する。」

という例外を提示する。これは矢田部が当初提示していた、「良い影響がなく、

lose a jobしないケース」を満たしており、矢田部がこれを受け入れ、データセ

ンテンスが some cutされて話が収束した。 

 

 この NFCにおいて、しっかりと話された部分はおおよそ最後の段落部分のみ

であろう。では、先ほど野中が試みた Sについて触れておきたい。 

 まず、S を最初に提示することについて、これは case-by-case ではあるもの

の、議論を先に進めたいのであれば検証をしてからの方が早いと考えられる。 

 Case-by-case と述べた理由は、圧倒的オーソリティや相手がすでに DA とな

ることを認めている場合などは最初から S を出す方が早いことがあるからであ

る。 

 私が現役プレイヤーとして議論していた際、オーソリティがそこまでなかっ



たことや、相手のニーズを汲んだ議論展開を行いたかったということから S を

最初に出すことは極力避けていた。 

 では S、特別流す Sはどのように提示したのか。これに関しては、Sは「押し

通す」のではなく、「差し伸べる」ものであると考えていただきたい。もちろん

これが正解というわけではないが、個人的経験では「押し通す」より「差し伸

べる」方が議論の展開がスムーズであった。 

 「押し通す」というものは、相手のロジックを検証することなく、上辺を見

て議論できない根拠を taskから拾い上げ、それを相手に押し付けることである。

野中の S もこれに当てはまった。マイナスがあるから今は話すべきではない、

話せない、確かに正しい。しかし、相手からしたら、特別勝敗がかかった場面

では引きたくないという感情が生まれるであろう。 

 これに対して「差し伸べる」というものは、相手の意見が崩され、これ以上

話せない、と困っている時に出すイメージである。つまり、アイデアに対して

反論をし、相手の意見が崩れるか、unclearにすることで議論をこれ以上深めら

れない地点まで到達させる。その後、検証途中に得た情報をもとに、この後の

議論に活かす方法として S を提示する。相手からしたら、これ以上議論できる

余地がないことは明白であり、Sに乗らなければ logicを提示した意味合いも消

失してしまうため、快く Sに乗ってくれる。 

 行っていることは同じであるが、相手から見た感情は大きく異なる。Sに載せ

るには小手先の技術に頼るのではなく、「今話せない理由＝これ以上深められな

い理由」を浸透させる必要がある。 

 冒頭に述べたようにこれが正解とは限らないが、参考にしていただけたなら

幸いである。 

 

[Mandate] 14 min 

 時間を費やしているが特筆すべきことはない。終始 QA ミートしていない議

論が行われていた。 

 

[Solution] 24 min 

 Solutionでは宮田が Practicability に対して objectionを提示した。ロジック

は以下の通りである。 

 



          ×Prace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮田は「体罰が減ることによって、先生と生徒の権力関係が逆転するため実

行力がない」というものであった。 

 野中と矢田部の介入から、T/Planをしてから起こる事象であり、Workability

の話ではないか、という話も出たが、宮田はあくまで「Mandate が体罰を減ら

す可能性があることを指摘しており、実際減るかどうかは言及しない」と返答

したため、Practicability で話を続けることになった。 

 Warrant に移行してからは、野中が DA に流す S を即座に提示してきた。し

かし、先ほども述べたが勝敗がかかった場で早々に「はい。じゃぁ DA でだし

ます。」と引き下がる人はいない。結果、その Sを支えるべく矢田部の介入が挟

まった。矢田部が「宮田にとって何が深刻であるのか。」という Qが投げかけら

れ、宮田のコアである「教育は、先生から生徒に知識を授けることであり、こ

のためには先生＞生徒の権力関係が必要である。」ということが明らかになった。

これに対して、矢田部が「先生を DAとし、TGコンパリで先生を優先すべき理

由をもってくれば議論できる」という形で、野中の S をサポートし、結果的に

DAプレゼンターとして立候補することで収束した。 

 

[DA Voting] 12 min 

 矢田部、宮田、野中が DA プレゼンターとして立候補し、お互いのアイデア

を理解している途中で終了となった。 

 

 

 

２．選定理由（文責：宮本真理子） 

M = ↓↓ # of C/P 

↓↓ # of C/P = ×Praca 

e effood 

Authority will be reversed 

Authority reversed= ×Praca 

e effood 



 今回の議論において、事実としてどの点を評価したのかという点、個人的な

解釈としてさらに何があるとよいと考えるかという点を書きました。解釈の点

に関してはひとつの参考意見として提示しているので、それが絶対とは受け取

らず、あくまで今後の自分のディスカッションを考える機会にして頂ければ、

と思っています。 

 

 

1位 矢田部（法市２） 

 全体として議論を作り上げる役割を担っていた点、終始一貫したアイデアを

出していた点を評価した。議論を進めようとする際に、話者の言いたいことを

汲み取るという点で貢献していた部分が大きかったように思う。また、ナロー

から出していた「教育問題においては生徒について議論をすべき」というアイ

デアをそのままアーギュまで繋げ、アーギュを切るための方法を自ら提示して

自分の話したい論点を作り出そうとしていたことを評価した。ただ、自ら提示

したアーギュの取り扱い方をテーブルメンバーに浸透させることができずに議

論が停滞した場面もあったので、「このロジックに対してはこれとこれがオブジ

ェクションとして成立する」という説明のみではなく、どのようにその方向に

持って行くか、という点を今後考えてみたらいいかもしれない。また、矢田部

のアーギュを議論すべきであるというリーズニングが非常に現実的でアイデア

そのものの質がよいと感じた。ただ、その質のよさをまだプロソルに落としき

れていないと感じたので、コンテンツ力に加えてプロソルに落とすという点に

関してはまだまだ伸びる余地があると思う。 

 矢田部の介入の特徴として、議論のコンテンツに対する指摘やアイデアを出

すことが多く、その点は非常によかったので今後もぜひ伸ばして行ってほしい。

ただ、3時間の議論全体を見据えた時にどういう議論をしたいのか、そのコンテ

ンツをどのような結論に導きたいのか、そのためにはプロソルをどう利用する

のが効果的なのか、という意図を明確に持って介入できるようになったら、さ

らにディスカッションの幅が広がるように思う。今回の結果に自信を持って、

ぜひ努力を続けてほしい。 

 

 

２位 野中（立教２） 

 



 全体として議論を進める役割を担っていた点を評価した。話が停滞した時、

アーギュが出た時の野中の対応は論理的かつ最短のものが選択されていたよう

に思う。その証拠に野中の発言は他の誰よりもエフェクトが意識されたものが

多かった。話を構造で捉えるのが得意なタイプだと思うので、その点は自信を

持って今後も伸ばし続けてほしい。ただ、最短の方法を提示したところまでは

よいのだが、その方針をテーブルメンバーの共通意識にできず、テーブルを動

かすところまで持っていけない場面も多く見られた。1位と誤差というほどしか

差のない 2 位だが、この点がその誤差を作った要因の一つだと思う。今後は、

自分の考える方向をどのようにテーブルに浸透させ、議論を動かすか、という

点を考えてプレパをするといいかもしれない。これから伸ばせる点はまだまだ

たくさんあると思うので、自分のディスカッションを作り上げていってほしい。 

 

 

３位 城倉（東洋 3） 

 オピニオンプレゼンターとして議論の土台を作った点、常に議論に参加しよ

うという姿勢で発言をし続けた点を評価した。ただ、議論を引っ張ろうという

意識は見られたものの、実際にはなかなか議論を引っ張ることができず、介入

が局所的であったため、この順位となった。 

 

 

４位 宮田（聖心３） 

 他人の話を浸透させる発言をしていたことを主に評価した。カンファメーシ

ョンが非常に丁寧で、なかなかテーブルに落ちない話があっても宮田のカンフ

ァメーションを通して理解された場面が幾度かあった。他人の言いたいことを

理解する力と、それを表現する手段を豊富に持っていると感じ、それがディス

カッションに活かされていた点がよかった。 

 

 

５位 長江（慶應２） 

 アーギュを切るための土台となるダウトを出し、その話でアーギュを切った

点を評価した。長江は常にコンテンツに対して懐疑的な姿勢を持っていると感

じ、その点は非常によかった。そのダウトをさらに形にする力をつけたら、長



江のよさがさらに現れるディスカッションができるようになると思う。 

 

 

６位 原（東洋２） 

７位 前田（芝工２） 

８位 平山（明治３） 

 介入が少なかったため、評価このような評価となった。ディスカッションは

上手い下手に関わらず、自分の考えを発言することが大前提にある。何を発言

すべきなのか、どのような発言がいい発言なのか、ということを意識せず、ま

ずは自分の意見を発してみると見えてくるものがあると思う。 

 

 

 


