
甲３テーブル総評 
ジャッジ：廣田(UT4)、森田(明学 4)、小笠原(明治 4) 

 
テーブルメンバー：青笹(上智 3)、江尻(AGU3)、馬場(UT3)、市橋(法市 3)、柄
川(UT3)、藤巻(WESA3)、大森(立教 2)、鵜殿(WESA2)、熊谷(早稲田理 3) 
 
全体の流れ	 文責（小笠原） 
	 江尻、柄川、馬場、熊谷の４人が臓器移植(以下 O/T)をトピックとしオピニオ
ンプレゼンターで立候補をした後、プロブレムソルベンシーフォーマットに則

さない江尻のオピニオンシートが採択された。ここでは深く触れないが、例え

ば柄川は Practicability(以下プラカ)の証明において十八番である Mr.X を用い
てロジックを証明するエリアを設けたり、熊谷はMandateを従来の脳死患者で
はなく死刑囚を臓器提供者としておいたりするなど、各々のオピニオンシート

から自身の考え抜いたアイデアを提示しようとする姿勢が見られたことを記述

しておく。 
	 江尻のプロシージャ(以下プロシ)は以下の通りである。 

1.Problem 2.Harm 3.Mandate 4.set up DA 5.Comparison 6.Praca 
	 特徴としてあげられるのが、①江尻は NFCや Directionエリアなど、自らが
不要とした点に関してカットしコンパリソンへの使用時間を高めていることと、

②プラカエリアをコンパリソンの後に設置していること、この２点である。①

に関しては馬場や鵜殿の質問によりアーギュメントなどの検証は可能であるこ

とが明確になる。また。②に関して、青笹と市橋のハンドリングにより江尻は

AD>DA の証明をもってプラカを実現させようとしていること｛(法の)validity
とも言っていた｝が明らかとなり、全員の合意の上論点の検証が始まった。 
	 Problem はスムーズに通過し、Harm の検証に入る。ここで、江尻の考える
Harm が”Patient die”という death をマイナスと捉えるセンテンスであること
が明らかになった。このため何が ADなのか再認識してから Harmを検証する
必要を感じた青笹らは ADの明確化を図る。青笹のハンドリングにより、ADが
死を免れること自体なのか、それとも Patientの diseaseによる死そのものから
免れることが ADなのかという論点があぶり出される。この質問は SOHの場面
で Harm におけるマイナスの証明が「死自体がマイナス」であるのか「(AD
の)disease がマイナス」であることなのかという、立証タスクを明確にすると



いう点で非常に有効であった。結果、柄川の death に当てはまらない disease
の深刻性や市橋の脳死患者における死はどうなのかというダウトもあり、それ

を纏める形で、初めに all deathがマイナスであることを証明し、次にオピニオ
ンプレゼンターである江尻が death by diseaseがマイナスであることを証明し
ようという青笹の提案が通った。 
	 よって、SOHエリアにおける江尻の証明は”all death = serious”と”death by 
(ADTG’s)disease = serious”の２点であるが、前者はすぐに共通理解となった。
次に後者において江尻は、diseaseによる死を fear for disease によって証明し
ようとした。 
	 ここで、このディスカッションにおいてキーワードとなる二つの言葉を紹介

しておく。Phenomenon と  Feeling である。Phenomenon は現象または
situationと言い換えることができ、すなわちその事象そのものを指すことであ
る。ここには人の感情といったものが入り込む余地がなく、客観的または理論

的な目線を必要とする。一方 Feeling とは m/s のようないわゆる感情を入れ込
み、そこを定性的に捉え、コンセンサスとしていくことを必要とする。 
	 この点で江尻は deathのマイナスをPhenomenonによって証明しようとして
いた。しかし、青笹は fearを用いての証明は Feeling、つまり m/sによる証明
であるとし、deathのマイナスの証明には当てはまらないと主張した。一方江尻
の主張としては、fear であってもそれは客観的に説明できるものであり、
Phenomenonの証明と一致すると説明していた。この Phenomenonや Feeling
の曖昧さが議論の対立が生まれる原因となっていた。そこに青笹はダウトを投

げかけたのである。 
	 ところで、過去の哲学者プラトンのイデア論によると、プラトンは現象を「感

覚ではなく理性でみるべきだ」と唱えている。例えば、青色のものを見る時に

は自分が見ている「青」は本当に他の人の目から見えている「青」と同じなの

か。いや、それは分からない。つまり、人々の感覚により現象を説明しようと

した場合、その認識が異なるあるいは分からないのである。しかし、「青色」と

いう言葉をもってどんな理解をもつのかという点に注目した時、それは共通の

概念であると言える。つまり、私たちは「青色のもの」を指したとき、同じ物

質をみて、それを「青色」と認識する、それは変わらないのである。プラトン

はこのような現象を見る時の共通の普遍概念をイデアと説き、物事の感覚によ

る証明は不適切であると批判したのである。Feelingに対して青笹がダウトを提



示している際、筆者の頭にはプラトンの言葉が思い起こされ、プラトンの影を

確かに青笹に感じたのであった。 
	 SOH の江尻と青笹の対立を解消したのが馬場であった。馬場は、青笹が

Feelingによる証明を認めない背景として、Feelingの証明が成り立つと(DAと
して想定される)脳死患者(以下 B/D)には Feeling の証明が適用されないため、
コンパリソンにおいて AD>DA の priority が自動的に成立してしまうという考
えがあることを引き出した。さらに、Feelingの観点はあくまで一つの側面でし
か無いことを強調しながら、DA側においても例えば dignity(権利が侵害される
こと)を一つの側面として言う事ができることを示した。馬場のこのカンファメ
ーションおよび提案は、停滞していた議論を背景から紐解き、かつ先を見せる

ことによって議論の推進を促すという非常に効果的な役割を発揮していた。結

果、青笹は ADTG のタームを考慮することを妥協案として納得し、江尻の

Feelingにおける証明も”Quality of Life(以下 QoL)”と言葉を言い換えることで
客観性が担保された形となり、SOHの議論が収束した。 
	 Mandate、Workability も淀みなく進み、AD 立論後、青笹が B/D をターゲ
ットとした DAアイデアを提示する。また QLを ADと同様 deathとし、その
証明において馬場の dignityを用いた。この dignityに関してはテーブル上で定
義における議論が無かったが、先程の馬場のコンセンサスが活きたのか、共通

理解として浸透していた。 
	 コンパリソンにおいて江尻が提示した AD>DA のアイデアは以下の通りであ
る。 
①プランの施行前後で、ADTG(patient)は death から live になる。一方
DATG(B/D)は death(あるいは脳死 )から death になる。②これを

live>(disease)>B/D>deathという位置づけの QoLに当てはめた場合、ギャップ
として大きい方の ADTG の方が深刻である。①をデータセンテンスで検証し、
②をワラントセンテンスで検証するというアイデアであった。②において江尻

当人は general major とし、一般的に成り立つ概念としていたが、この部分に
ついては議論の余地があったものの、時間の関係で検証不足であったことを補

足しておく。 
	 はじめに、データセンテンスの検証において青笹が反論を提示する。反論内

容は以下の通りである。 
DATG(B/D)は SQ において生きているとみなされているので、QoL は ADTG



同様 liveから deathのギャップになる。なぜなら、前提として DATGは SQで
臓器移植について反対していた者であり、そのような者には SQ で B/D かどう
か判断するためのテストを受けることが無い。かつ、テスト未受検である DATG
は recoverする場合も少なからずあるため、recoverするケースがある B/Dは生
きているとみなすことが出来る。つまり、DATGにおけるQoLも liveから death
へのギャップである。 
	 上記のアイデアはテスト受検をしているかどうかの判断指標による live とい
う位置づけが大きい。例えば、臓器移植の意思表示に関係なくテストを行うと

すると、対象者が B/Dか、recoverするケースか判断がつく。その中で B/Dの
場合だけ臓器移植を行えば、QoL におけるギャップは完全に B/D→death と言
えるだろう。 
	 そう考えた江尻は、APAにおいては O/Tの対象者となる者全員に強制的にテ
ストを２回(SQのテスト回数に沿っている)行い、B/Dと診断されるものだけを
扱うので、live(recoverの可能性)→deathのケースは考えられないと論じた。 
	 この議論はしばらくの間平行線をたどることになる。なぜなら、QoL のギャ
ップの測り方が共通理解となっていなかったからである。QoL は death→live
のような○○【からの】△△のように、状況の移動をテーマとしているが、こ

の状況が①SQ、APA による状況移動の説明なのか、②TG の症状を例えば US
のような目線で評価し状況移動を説明するのか、で証明方法が変化する。①の

場合は SQの事実は動かないため、青笹の理由が成り立つだろう。一方、②の場
合、APA においてテスト形式を変えるならば、DA において recover のケース
が発生しないことが明確に言える。このように、どの点をギャップとするのか

共通理解となっていなかったため、江尻と青笹の意見は交わることがなく、さ

ながらディベート競技のようになっていた。 
	 ここで、江尻が別の切り口から青笹に意見を唱えるため、QoLの説明に移る。
QoLは live(usual lifeとも)>disease>B/D>deathのような優位付けが(検証して
いないため少なくとも江尻の中で)一般的な概念としてあり、この優劣に照らし
合わせた時、B/Dに値するような者は意識が無いのだから usual lifeに結びつけ
ることが出来るのか、という疑問である。この疑問に対し青笹は、VP=TGとし
て DATGの心情を推定するならば usual lifeであると言えると反論する。この
場面をきっかけとして、キーワードであった Phenomenonと Feelingによる議
論が再び発生していく。 



	 馬場はカンファメーションにより、Phenomenon の観点ならば ADTG は
death→liveが実現できるが、DATGにおいては recoverするケースは someな
ため、AD>DAを立論する事ができるが、Feelingの観点ならば ADTGも DATG
も両方 usual life→(←)deathとなるから AD>DAを立論できないことを示し、
Phenomenon での立論を促した。しかし、青笹による、Phenomenon ならば
ADTG側の rejectionも考慮しなければいけないというリフュートにより、馬場
の方法論は通らなかった。 
	 次に江尻は、Phenomenon が Feeling に影響を与えるというフレームワーク
を提示し、AD の方が Phenomenon の QoL において優位であるから、Feeling
において AD>DAを立論できると説いた。しかし Phenomenonが Feelingに影
響を与える理由に関して不明確であり、柄川や市橋の理由を聞く質問に

も”common sense”と対応するなど、多少の強引さが江尻にはみられ、議論の浸
透に乱れが生じていた。 
	 その後まず Phenomenon の検証に移るが、ここにおいて再び DATG の QoL
が live→death なのか、B/D→death なのか検証する必要性が生じた。しかし、
上記で述べた通り、どの部分での状況の移動が QoLのギャップなのかが不明確
であったため、再び江尻と青笹のディベートになる。馬場の議論の全体像を捉

えるカンファメーションも意見相違の解消に踏み込むことが出来ず、ディスカ

ッションが終了した。 
 
 
順位および選定理由	 文責(廣田） 
1位：青笹（上智 3）    
	 江尻の示した SOH、DA、コンパリロジックの全てに一貫してアーギュメン
トを展開した。優れた Understandingと、不断の思考に裏打ちされた驚異的な
介入速度での Objectionは圧倒的な存在感を放ち、本テーブルのコンテンツを江
尻と二分した。しかし、江尻とのリフュート合戦の決着は最後までつかなかっ

た。ゆえに 2位との差は、コンテンツの優劣ではなく、1.序盤の SOHにおける
論点抽出  2.終盤の停滞において、青笹が自分の説明が浸透しないと判断した後
江尻のアイデアを QC で少しずつ引き出すことでの決着を目指し、僅かながら
議論を進めたのに対し、江尻が青笹の意見を引き出すというより、自分の意見

を繰り返し述べるにとどまったことから生じたものである。もしリフュート合



戦に決着がついていたならば、その勝者が文句無しの一位となった。内容のレ

ベルこそ申し分なかったものの、結論の質、青笹と江尻のコンテンツ対決とい

う点では不完全燃焼だったと言えるだろう。江尻にも言えることだが、複雑な

リフュート合戦に決着をつけるため、他人を利用してやるという考え方があっ

ても良かったように思う。やはり反論の応酬の最中にいる人間に、有効な論点

を提示することは難しい。客観的な第三者は議論が高度になればなるほど必要

になる。些か極端な例だが、本テーブルであれば、馬場、柄川、市橋に対して

「Please confirm talking points!」言ってその役割を担わせても良かったのでは
ないか。 
	 文句ばかり書いているように見えるが、青笹はそのスタイルもさることなが

ら、2年生から PDDを始めたこと、大学が決して強豪校ではないことなど、デ
ィス界に大きなプラスの影響を与えうる存在であることは間違いない。今後は

エデュケーターとして、引き続き青笹旋風を巻き起こし続けて欲しい。 
 
2位：江尻（青学 3）  
	 オピニオンプレゼンターとして SOH やコンパリで独自のアイデアを展開し、
内容面での貢献が大きかったことから 2 位に選定した。アイデアは納得感、新
規性ともに高い水準であり、コンテンツを議論しようとする姿勢と合わさり、

本テーブルのレベルを高めた存在であることは間違いない。しかし、上記の通

り終盤の停滞における振る舞いが勝敗を分けた。青笹のダウトへの繰り返しの

返答は大同小異であり、最後までミートしきらなかった分青笹との差が生まれ

た。とはいえ、その思考の鋭さや、落ち着いた議論態度、何より春セミから一

貫してコンテンツを正面から議論しようとする姿勢は高く評価でき、スキル・

アティチュード共に関東を代表するディスカッサントであることは疑いようが

ない。今後もディス界に関わる上で、後輩にそのマインドを伝えていってほし

い。 
 
3位：馬場（UT3）  
	 複雑かつ高度な議論が展開される本テーブルにおいて、最も効果的なカンフ

ァメーション、サジェスチョンを行い進度に貢献したことから 3位に選定した。
時が止まったかのようなプレゼンテーションは結果としてテーブルを落ち着け、

テーブルに最も必要とされる役割を潜在的には担えていた。惜しむらくは、そ



の役割の貫徹＝終盤に議論を進めること ができなかったことである。カンファ
メーションと一口に言えど、①1 人の発言の分かりやすい言い換え ②複数人の
発言の関連・構造の提示 ③これから議論すべき論点の提示 と、その役割は多
岐にわたる。馬場は①、②は高い水準で行えていたものの、③を提示すること

ができなかった。馬場がもっと介入すればコンテンツも順位も違った結果にな

った、というのはジャッジ三人の共通見解である。 
 
4位：柄川（UT3） 
	 クリティカルな Q、C により進度、深度に貢献したものの、介入量が限定的
であっためこの順位に選定した。柄川はオピニオンプレゼンター選びの時点か

ら唯一特殊なプロシを提示し、コンテンツの議論をしようという姿勢が垣間見

えた。しかし、青笹対江尻の構図がテーブルに顕在化して以降、それについて

行くことにエネルギーを割いたのか、持ち味のコンテンツ力を発揮できなかっ

た。このような高度なテーブルにおいて、目の前の議論について行きながらク

リティカルな立論、反論を行うことは案外難易度が高い。目の前の議論がしば

らく収まりそうにないのなら、いっそついていくことは考えず、自分の思考に

潜ることも手段の一つだと筆者は考える。 
 
5位：市橋（法市 3） 
	 前半に有効な介入を複数回行ったことから 5 位に選定した。後半ほぼ介入が
途絶えたことは残念である。筆者は本テーブルにおいて、市橋がもっともプレ

ゼンテーションに長けた存在だったと考える。それは単にチャートや英語力だ

けではなく、議論内容を PDD界に一般的な表現に再解釈し提示することでテー
ブルに万人の共通見解にする能力である。その能力を後半にも発揮すれば、さ

らなる高順位を狙えただろう。 
 
6位：鵜殿（WESA2） 
	 エビデンスを使ったカンファメーションを評価し 6 位に選定した。エビデン
スからしっかりとしたプレパレーションをしていることが垣間見えて好印象で

あった（評価には関係していないが）。大森と併せて、本テーブルに 2人の 2年
生が参加したことの意味は大きい。単に「二年で甲テーブルに行った」という

だけで終わらせるのではなく、本テーブルの内容、3年生の姿勢、その他感じた



ことをしっかりと胸にとどめ、この先の糧にしてほしい。 
 
7位：熊谷（早稲田理工 3） 
	 複数回意味のある介入を行った。個人的には、「どうして江尻は死にこだわる

のか」という質問は確信をつくものであり、押し流されずにその有効性にダウ

トをかけ続けられれば、また違った議論が生まれたと感じる。早稲田理工とい

う、PDD界においては歴史の浅く、知識もノウハウもない学校から甲テーブル
にまで上り詰めたことには驚嘆せざるを得ない。今後は、早稲田理工を大いに

盛り上げることに尽力して欲しい。 
8 位：大森（立教 2） 
	 複数回意味のある介入を行った。数こそ極めて少ないが、介入からは優れた

理解力だけではなく技術力も伺えた。これからのディス界を担う者の一人とし

て、また躍進を遂げる立教の新たな柱の一人として、本テーブルを参考に「良

い議論とは何か」を考え続け、精進を続けて欲しい。 
9位：藤巻（WESA3） 
	 介入量が極めて限定的だった。1stに神経を削ったのかもしれないが、本来の
実力に見合う活躍が見られず残念であった。二年生から実力をグンと伸ばした

者として、伸び悩む後輩の育成に励んでくれれば嬉しい。 
 
 
ジャッジ陣からのコメント 
 
小笠原充弥 
	 みなさんアッセブリーお疲れ様でした！後悔しないくらい一生懸命頑張れま

したか？これから後輩を指導していく立場の三年生や、来年のために成長した

い二年生も、全員にとってこのアッセンが実りのあるものになれば幸いです。 
一つこれからのヒントとして言っておきます。それは視野を広げていくこと。

ただ、そこにあるものをマクロに見るとか、そんなんだけじゃなく考え方のお

話です。これは僕らもまだまだだと思うのですが、例えば日常でも色々な目線

から物事を判断していますよね。食事に行く時も、誰と行くかや、予算、季節

などによって行く場所が決まってきますよね。つまり、物事の状況や法則を帰

結させたものとしてディスカッションに落とし込むことが出来ると思いません



か。青笹のプラトンもその一例としてあげてみました。ですから、ディスもデ

ィスという枠組みに固執せず様々な視点から物事を切り開いてみてください。

それが出来たら君はもう凄いよほんと。期待しています（＾◇＾） 
 
森田紗生 
	 アッセンの甲テーブルでディスカッションができる人は毎年 300 人弱の中の
27人のみです。その一握りの中に入ったことの誇りと責任を今後も忘れずにい
てください。 三年生にとっては、現役の引退ではありますがディス界でエデュ
ケーター、ジャッジとして関わり続けることになります。現役引退を機にディ

スカッションに関わらなくなる人も毎年見受けられますが、まだまだ貢献でき

ることや果たさなければならないことはあると思います。各々それを見つけて

ディス界のさらなる成長を支えてください。 二年生で甲テーブルへ進めた人た
ちは本当に才能に溢れていると思います。しかしここで調子に乗って怠ければ

すぐに同輩や後輩に追い抜かれます。今までは自分の好きなことをがむしゃら

にやって許されてきたかもしれませんが、今後は現役ディスカッサントのトッ

プという立場なります。自分はどうしてディスカッションをするのか・何を果

たしたいのかを今一度よく考えてみてください。 最後に、今回の結果は、現状
のみなさんの実力ということになりますが、「エセ甲テーブラー」などと言われ

ることのないよう、甲テーブラーとして今後もふさわしい活躍を見せてくださ

い。ディスカッションは簡単には知り尽くせないほど奥が深いので、二年生は

これからも現役として、三年生はエデュケーションなどを通してもっとディス

カッション自体に対して思考錯誤していってください。お疲れ様でした。 
 
廣田尭史（ぺーたー） 
	 アッセンブリーお疲れ様でした。何度も書いたように、本テーブルはレベル

の高いアイデアの応酬となり、私個人としてはとても評価できるものでした。

ファイナリストを一人しか出せないのは惜しいと思うほどに。本大会を終えて、

3年生はプレイヤーを引退ということになります。本テーブルでランクを取った
皆さんはホッと一息といったところでしょう。が、実はこれからがランカーの

仕事です。ランクとは「議論の上手かった人」に贈られるだけのものではなく

「後輩の手本になる人」「これからのディス界に貢献できる人」を示すためのも

のでもあります。勲章であると同時に目印です。少なくとも僕はそう考えてラ



ンカーを選び出す基準を作ってきました。ここに名前の載った三年生には、そ

の目印に恥じない貢献をして欲しいです。そして、ランクを取れなくて悔しい

思いをしている人は、そっちでランカーに勝って欲しいと思います。実際、僕

の代にもランカーに引けを取らない活躍をしてるノーランカーが沢山いますし

ね。僕たちジャッジは、このクソ忙しい時期にジャッジなんかしちゃうあたり、

大なり小なりディスもディス界も好きだった人間の集まりです。しかし、ディ

スカッションに本格的に関わるのは、ほとんどの人にとってこのアッセンが最

後だったと思います。今後は何かの機会でフラッと様子を見る程度に留まるで

しょう。その時に、君たちの力でディス界が変わらず素敵であり続けているこ

とに期待しています。人口減少まじ笑えないからね www   それでは、廣田が
まだ大会に呼ばれるようなことがあればそこでお会いしましょう。ついでに飲

みに行きましょう。 


