
乙-６テーブル総評 

担当ジャッジ：兼子・深井 

 

【テーブル参加者と順位】 

一位 宮本（立教３） 

二位 南（立教２） 

三位 吉田（ＵＴ２） 

四位 小暮（武蔵３） 

五位 牧野（明治２） 

六位 坂下（日大２） 

七位 小甲（明治３） 

八位 佐藤（高経２）・金子（立教３） 

 

【テーブルの流れ】 

南のナローイングでディスカッションが始まり、南・宮本・吉田の三名がオピニオンプレ

ゼンターに立候補する。各々が自分のアピールポイントや話したい論点を述べ、投票を行

った結果南がオピニオンプレゼンターに決まった。 

SOH までは各パンツからオーディナルな Q がなされ、おおむねスムーズな進行だったが、

Causeエリアにて二つほど混乱が生じた。まず、OPにとって脳死患者は生死どちらの状態

か、また生死の判断基準は何かという小暮の Qに対し、「脳死は死だと思うが判断基準はド

ナーになったか否かである（＝SQ の定義に従う）」と南がやや矛盾を孕んだ回答を行って

しまった。そこで宮本が判断基準は「自力で心臓が動いているか、回復の見込みがあるか

どうか」などが適切ではないかと示し、南がそれに従う形で判断基準を「自力で心臓が動

くかどうか」だと再定義したことで収束した。 

 

次に、「なぜ脳死患者のみをドナーとするのか」という点が論点となった。基本的なスタン

スを「新鮮な臓器を獲得するため」だとした南に対し、吉田が「健康な人間からであって

も本人が①死にたいと考えている②ドナーになりたいと考えている、という条件ならドナ

ーとしてもいいのか」と質問したが、質問の意味や意図が浸透せずに混乱が生じた。宮本

の C によりひとまず南はこの場合でも健康な人間はドナーにしないと回答し、理由は「そ

れが殺人であるため」とした。しかしさらに吉田から「脳死患者を殺すこととの UQ は何

か」という Q がなされ、宮本の協力により脳死患者と健康な人間の QOL の違いによるも

のだとされた。続いて小甲からも「認められる殺人」と「認められない殺人」の境界線を

尋ねる Q が飛び出し、南の「M/S/B につながるか否か」という回答によりその場は収束し

た。 

その他は ASQに関する質問はなく、スムーズに NFCに移行した。 



NFC では坂下が「SQ にも TG が助かる方法があるため×NFC」という SQ でのストラテ

Q に基づく反論を行ったが、Goal が Change Mandate だったため宮本により約 45 秒で

PLAN Sideに流される結果となった。 

 

PLAN sideにおいては比較的スムーズに Direction, Mandate, ADが理解され、Solutionに

突入した。ここでは宮本と吉田が反論を提示したが、坂下は NFCで提示したアイディアを

omitすると言い、二人分の反論を検証することとなった。 

まず、宮本のアイディアは端的に言えば「Mandate が刑法に反するために実行性が無い」

とするものであったが、その刑法の内容理解に時間がかかり、結果的に一時間以上話し続

けることとなった。そのため、ここでは筆者の理解を元に要約した内容のみを記載する。 

宮本のアイディアは、不可抗力でない形で（不可抗力の例＝自動車事故）国民の権利を奪

うのを認めるには①それによって得られるものが失われるものと同等以上の価値を持つこ

と②奪われる対象が同意していること、の二点が必要であるとしたもので、臓器移植強制

のMandateは①を満たしているものの②に反するために実行不可能だというものである。 

こうした内容から、「不可抗力と言えるのはどのような状況か」「同等以上だと言うための

基準はどこにあるのか」などの質問が吉田や南を中心に投げかけられ、それはもうカオス

であった。 

 

どうにか Dataを理解し、Warrantの検証中に牧野や吉田の質問により宮本が「AD>DAで

あっても権利侵害を認めている限り×T/P」だと考えていることが引き出され、その理由は

「日本政府にとってそういった権利侵害は深刻である」ためとされた。詳しくは後述する

が、ぶっちゃけそれ言わせたらもう流せるのになーと思いながら筆者は見ていた次第であ

る。残念ながら筆者の思いはパンツには届かず、論点は「今回のMandateが本当に認めら

れない類の権利侵害と言えるか」というものに移行した。この点に関して宮本が立論を試

みようとしたが、最終的に妥協として「実行性を完全に否定するものではないため、①コ

ンパリで話す②このまま権利侵害の話を深めて結論とする、のどちらかに決める投票をし

よう」と提案し、全会一致で①が採択されて宮本のアイディアは一段落した。 

 

続いて議論は吉田の「強制によって臓器を手に入れる APAでは患者が臓器移植を受けるこ

とを拒否するようになる」としたWorkabilityアーギュメントの検証に移る。このアーギュ

メントにおいて、吉田は単に一部の AD TG が臓器移植を受けられないということに加え、

「SQ で将来的に臓器移植を受ける患者も APA では臓器移植を受けなくなるため AD を得

たとは言えない」とした。結果的に、南の「それは AD TGとは別の存在である」といった

ダウトや宮本の「DAとして話すことが可能だ」との主張に吉田が疑問を唱えているところ

でディスカッションは終了した。  



【全体への総評】 

１．自分の軸となるアイディアを持つこと 

「軸となるアイディア」とは、自分なりに PLANの AD・DAの中で重要な TGを考え、そ

の上でそれぞれを救う理由（≒コンパリソンアイディア）は何が考えられるかを自分なり

に構築しておくことである。例えば、モデルオピニオンシートの ADである患者に対して、

DA としては将来ドナーになることを恐れる国民や脳死患者などが考えられる。これらの

DATG 候補の中で議論すべき対象を自分の中で決めておく。その上で、AD>DA・DA>AD

アイディアそれぞれで重要だと思うものを明確化しておくことだ。 

これを行うメリットは OP・パンツどちらになった場合でも自分のアイディアを持って議論

に参加できるということである。例えば、OPになった場合は「病気に侵された命を救うの

は重要だ」という AD>DA アイディア、パンツになった場合には「国民の選択権を守るの

は重要だ」という DA>AD アイディアを軸にオピニオン・アーギュメントを展開していく

ことが可能になる。 

これは春セミ・アッセン期を通じて「OP立候補したものの選ばれなかったパンツが①しゃ

べることができなくなってしまう②真っ向から臓器移植反対のアーギュメントを展開する」

というそれぞれのケースの多さから個人的に必要性を感じたものである。前者がしゃべれ

るようになることはもちろん、後者に関しても OP立候補の際に話したい論点をアピールポ

イントとして明確化することで他の候補者と差別化を行い、またパンツとしても違和感な

く議論に参加できると考えるためだ。ぜひ軸となるアイディアを明確化してディスカッシ

ョンに臨んで欲しい。 

（ひどい文章力で伝わった気がしないし僕の価値観なのであんま難しく考えないでね☆） 

 

２．Causeエリアでの混乱について 

特に「認められる殺人」と「認められない殺人」の違いに関する議論について、残念に感

じた点を二つ述べる。 

①興味深い論点にもかかわらず深めることなく終わってしまってしまったこと 

この論点は臓器移植強制のトピックにおいて非常に話す価値のあるものだと個人的に感じ

た。そのため、オプレの価値観を聞いただけで終わらせずにこれを活かした Solution アー

ギュメントなどによって深く話すことができれば意義のあるディスカッションになったの

ではないかと感じる。 

 

②結局違いが曖昧なまま終わったこと 

これというのも、この点に関する南の答えは「M/S/B になるかどうか」というものだけで

あった。もちろん、この回答は PDDのタスク上では至極真っ当で正しいと言える。しかし、

本当に答えるべきは「なぜ健康な人間を殺すことが M/S/B に反するのか」というもう一歩

深い部分の理由である。なぜなら、OP の価値観の上では「健康な人間を殺すのは M/S/B



に反する」という前提が存在することまでは理解されたと思う。しかし「じゃあそれは何

故？」という部分をパンツは知りたかったのではないだろうか。この部分を明確化するこ

とで、OP の価値観をより深く理解することができ、①にも書いた通り Solution アーギュ

メントやコンパリソンなどの議論を活性化する余地があったであろうことを考えると、一

歩踏み込んだ Qがなかったことが悔やまれる。 

 

３．宮本の Practicabilityアーギュメントについて 

①「刑法違反」というアーギュメントの有効性 

端的に言って、刑法に違反するならその刑法も併せて変更するというのが「T/P」の意味だ

と筆者は考えている。日本政府はこうした各種の法律の変更する力を持つためである。こ

のように法律を変える力を認めないというなら、それこそ「日本政府としてどのように法

律を変えるか」という PDDの前提を覆すことになってしまう。 

そのため、良くあるのが「憲法違反のため実行性がない」というアーギュメントである。

憲法に関しては日本国民の承認が必要であるため日本政府単独で変更をすることはできな

い、という論法になっている。この点もその気になれば色々突っ込みどころはあるが、

Practicabilityを否定するものとしてはこちらの方が比較的説得力は増すと言えるだろう。 

 

②流し方について 

本文中でも触れたが、Warrant 検証中に宮本は「AD>DA だとしても権利侵害を認めてい

る限り×T/P」だとしており、その理由は「日本政府にとって権利侵害は深刻だから」と説

明していた。ならば、これは言い換えると「権利侵害という DAが大きすぎる（≒DA>AD

である）ために実行することができない」つまりコンパリソンの一つの Priority とその深

刻性を主張したものだと言うことができる。そうであれば、コンパリソンにおいてその

DA>ADの Priority及びそれが最重要のもの（＝Decision Criteria）だと示すことが最も論

理的かつ PDDの Taskを満たした形であると言える。パンツはここまで宮本のアイディア

を引き出すことができていたならこのようにTask的に正しいと思われる方法を彼女に提示

し、「このほうがテーブルメンバーも Necessity にダウトを持たずスムーズに話せる」と説

得することで宮本にとってもテーブル全体にとっても有意義な Procedure とすることがで

きたのではないだろうか。 

 

４．吉田のWorkabilityアーギュメントについて 

これは「同じ TG・同じ QL の DA が APA に発生するため AD と相殺する」といういわゆ

る「フリップ」のアーギュメントであった。これに真っ先に出てくる反論は、南の言って

いた通り「AD TGとは別の存在であるから get ADを否定するものではない」というもの

が考えられる。そこで、この点に関する筆者の意見を簡単に示しておく。 

まず、結論から言うとこうしたフリップは「厳密には get AD を否定しないが Solution で



話す価値のあるものだ」と考えている。というのも、確かにこれは AD TGが A/L/1救われ

ることを否定するものではない。しかし、もしも AD TGと全く同じ状況に陥るものが一定

数生まれるならばそれは「本当に OPが ADとして実現したかった世界である」と言うこと

はできないだろう。OP が救いたかった存在がまた OP の Mandate によって新しく生まれ

ることを意味するためである。ならば、そのような矛盾した状況を防ぐためにもこのアー

ギュメントは Solutionで話すべきものであると考える。 

 

しかし、ここで注意しなければならないのは上記の下線部分「AD TGと全く同じ状況に陥

る」という点である。つまり、もし AD とフリップされたアイディアに UQ があるならば

それは確かに別のものとなる。つまり、その UQ 部分がその際の AD ということができる

だろう。例えば、今回の例で言えば「問答無用で臓器移植を受けられない SQの AD TGと、

自ら選んで臓器移植を受けないAPAの患者は違うのではないか」というUQが考えられる。

これを示せばフリップアイディアは一つの DA として話すことができるようになるのであ

る。 

（さらに色々考える余地もあるけど気になる人だけ質問してねー） 

 

 

【個人総評】 

一位 宮本（立教３） 

他人の言いたいことを汲んだトリートでスムーズな進行を行い、また自分のアイディアに

よって議論を深める貢献をした点を評価した。ただし、アーギュメントがやや複雑だった

こともあってテーブルメンバーにその点を話すメリットや面白さを示すことができていな

かったのは悔やまれる。アーギュメントを展開する際に重要になるのは、その論理性はも

ちろん他人にもメリットがあると示すことである。例えば、検証の段階で何らかのコンパ

リソンを行うことで誰でも議論に参加しやすい状況を作り出すことなどだ。今後もその傾

聴力を活かしつつ、楽しい議論を後輩に教えられるようになって欲しい。 

 

二位 南（立教２） 

オピニオンプレゼンターとして議論の土台を作り、一位ほどではないもののカンファメー

ションなどによって議論の進行に貢献していた。しかし、時折質問の意味や他人の言いた

いことを完全には理解しないまま回答している場面が見受けられ、自身のスタンスに矛盾

が生じたりやや的外れな回答をしてしまうことがあったのが残念である。Effect意識はある

と感じられたため、今後はロジックカンファメーションなどで「要するに相手の主張は何

なのか」という部分を引き出していくことが望まれる。 

 

 



三位 吉田（UT２） 

議論を深める方向性の鋭い Qやダウトを投げかけ、議論を活性化していたことを評価した。

ただし、主張は正しいのだがプレゼンが伝わりにくく、他者を混乱させてしまう傾向があ

ったことは反省点である。こうしたときに有効で最も簡単な方法は、何事も三角ロジック

に落として説明するというものだ。これによって自分の言いたいこと及びその理由を伝え

ることができ、またそれを端的に文章に落とす訓練にもなる。その主張は非常に鋭く興味

深いものが多かったため、これからもその鋭さを伸ばしつつプレゼン能力を磨いて欲しい。 

 

なお、この先の四位以下は上位三名と比べて介入が非常に限定的であり、それぞれの順位

の差も非常に僅かなものであることを明記しておく。 

 

四位 小暮（武蔵３） 

議論前半で TGの選定理由やMandateの詳細を明確化する Qを行っていた。しかし、他人

のアイディアに関する議論が盛り上がるにつれて発言が見られなくなったことが残念であ

る。自身の軸となる意見を持ち、これからはエデュケーターとして後輩を導く役割を担っ

て欲しい。 

 

五位 牧野（明治２） 

議論後半で他人のアイディアの先を見据えた Q を行っていた。前半においてもレスポンス

を誰よりも積極的に行っており、議論に参加する意思が見られたのは好印象であった。議

論の着地点を明確化する姿勢はどのようなときでも重要であるため、今後はそれに加えて

自分で議論を引っ張っていくよう挑戦してみて欲しい。 

 

六位 坂下（日大２） 

NFCでのアーギュメント及びそれに関連した Qなどを行っていた。自身のアイディアを持

って議論に臨んでいたのは好印象だったが、押しが弱く後半で自ら omitしてしまったのが

残念である。コンパリで活かす予定があったのかもしれないが、他人の話にも積極的に介

入・トリートして自分の話をする時間を確保できるように練習してみて欲しい。 

 

七位 小甲（明治３） 

「認められる殺人」と「認められない殺人」の違いを明確化しようとするなど深めれば面

白くなりそうな Q を行っていた。こうした論点を見つける力はプレイヤーとしてだけでな

くエデュケーターとしても重宝すると考えられるので、これからもぜひ後輩に還元できる

よう試みて欲しい。 

 

 



八位 佐藤（高経２） 

有効な介入が無かった。地理的にも遠い中大会に参加しに来たからには一回一回を大切に

して有意義なものとしていって欲しい。議論が理解できているならば積極的に自分の思っ

ていることを表明し、理解ができていないならばそのことを伝えるべきである。特に後者

も他のわかっていない者の手助けにもなるため躊躇せずに発言してみよう。 

 

八位 金子（立教３） 

議論に介入する意思が見られなかった。ディスカッションセクションとの関わり方は人そ

れぞれだが、「オブリゲだから」と来るにしても毎回のディスカッションを楽しむことはよ

り楽しいセクション生活につながるはずだ。今後後輩にもディスカッションの魅力を伝え

られるようになって欲しい。 

 

 

 

【最後に】 

アッセンお疲れ様でした！ 

今回は悔しい思いをした人・自分なりの目標は達成できた人両方いるかもしれませんが、

大事なのはこの経験で何を考え、何を得て、何につなげていくかだと思います（就活でも

そんな感じの聞かれ方するよ！笑）。二年生は来年どうなりたいか、三年生はそんな後輩を

どう手伝っていけるか考えてみてください。 

全体総評とか長々と色々書きましたがあくまで僕の意見なので鵜呑みにはせず自分でも何

が正しいか考えてみてくださいねー。皆さんがこれからも楽しくディスカッションに関わ

っていくことを願っています。 

兼子（WESA4 ウィリアム） 

 

 

 

 

 

 

 

 


