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1. テーブルを見た感想 

この総評のタイトル、アッセンブリー2015のホームページと同じにしました！かっこ

いいですよね！！ 

 

アッセンお疲れ様です！！ 

今回のテーブルは乙テーブルということで 3年生がほぼ全ての議論の中心となってい

ました。頑張っている 3年生がみんな知っている方だったので、頑張っている姿が見れ

てうれしかったです！！一方で、2年生はあまり精力的な印象は抱きませんでした。 

 

3年生、結果に関わらず、君たちのエデュケを必要としている人は絶対にいます。実際、

私は去年自分の望むランクを得れずに引退となりましたが、今回春セミ、アッセンのジ

ャッジを通して、幾人かの人に貢献できたと自己満足に浸っており、本当に良かったと

思っています(笑)今回の結果にあまり一喜一憂することなく、自、他問わず後輩の為に

これからは頑張っていってくださいね！！出来ればジャッジもするといいと思います。

とってもとっても楽しいですヨッ！ 
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2. テーブルメンバーと順位 

1位 岸本（明治３） 

2位 山本（早稲田３） 

3位 大杉（立教３） 

4位 小島（明治２） 

5位 市塚（日大３） 

6位 高橋（東洋２） 

7位 猪池（創価３） 

8位 橘（明治２） 

8位 古川（立教３） 

 

3. 議論の流れ 

Narrow 

岸本（明治３）と山本（早稲田３）、大杉（立教３）が OPとして立候補する。岸本と

大杉は脳死者を強制的にドナーにすることにより、臓器移植の数を増やすといった一般

的なものであった。山本の OPは少し特殊なものであり、テーブルメンバーとし

て”medical”の定義を決め、臓器移植が”medical”の定義に即していれば政策を施行する

といったものであった。 

岸本の山本に対する”medical”の定義を決めることへの必要性、大杉による立候補者に

対する何が話したいか、市塚（日大３）のなぜ OPになりたいか等、多くの質問が飛び

交うが、当初に行われた大杉の時間制限を設ける提案により、スムーズに進み、15分

程度で投票に移ることが出来、結果岸本のオピシが選ばれ、Narrowが終了した。 

 

ASQ 

(1)ASQのまま時間が進むと TGがどうなるのか、また APA になるとどう変わるのか。 

またその変化の中で何が ADなのか。 

  (2)臓器の細かい定義を決めるのか否か 

  (3)TGが求める臓器は人口臓器ではいけないのか。 

  (4)S/Mの term 

  (5)病気による死とそれ以外による死の seriousunessの違いは？ 

  (6)なぜ脳死者だけを強制するのか？ 

  (7)なぜ現在あるドナーカード等の意思を聞く制度を廃止するのか？ 

  などの一般的な質問がなされた。特殊なものとしては、小島（明治２）がしたこの TG 

  の現在の意思は true willなのかどうかという質問がなされていた。True willの定義を

問う質問が市塚（日大３）からなされるが、小島からは明確な定義は出てこなかった。

岸本（明治３）が選択肢を提示され、小島が選ぶが市塚はあまり納得していない様子で



goal等を聞いていた。この話に少し時間を費やしたところで山本（早稲田３）による

effectを問う質問により、OPの返答次第ではNFCでアーギュをするといったことがテ

ーブルで共有された。その後山本によって現段階では、不明確のまま話をすすめ、NFC

でまた話そうという提案がなされ、採択された。 

   

あまり難しい話をしている印象は受けなかったが、(3)の質問や先述した小島の質問に時

間を要し、議論の内容に対して多くの時間を ASQに費やしていた。 

 

NFCでは、大杉（立教３）の taskを確かめる質問から始まる。この質問によりNFC

の taskは confirm A/L/1 possibility to m/s/b for J/N であること、またその taskを満た

すためには SOHで確認されたマイナスがあれば十分であるという OPのスタンスが共

有された。 

 

Warrantで小島による反論が展開される。内容としては、TGの willは一時的なもので

あり、true willではない。臓器移植はそれが実行された後に、「脳死者を殺してまで得

た人の臓器で生きたくない」という S/Mが TGに起こる可能性があるものである、とい

ったものであった。（←あってますか？笑） 

岸本や山本によるトリートやチャートに落とすカンファメによりテーブルメンバーに

比較的素早く浸透した。反論の検証に移る前に山本によりこれは APAの話であるから

後で話そうという提案がなされるが採択されず、その後岸本が小島の話したいこと、ま

た、どこで話すべきなのかといった質問により、最終的には DAで話すという提案が採

択された。この山本、岸本の提案に関しては後で供述します。最後に、大杉から本当に

DAで話せるのか、という質問が出るが、岸本の返答により大杉は出来ると納得した様

子で小島の反論は収束した。 

 

Solution 

Pracaは市塚（日大３）の taskを問う質問で始まる。この質問により taskが confirm 

A/L/1 way to T/Pであること、また続く大杉（立教３）によりその taskを否定するため

には technology to T/Pを否定することが必要であるという岸本（明治３）のスタンス

が共有された。 

Pracaでは山本（早稲田３）の反論が展開された。内容は J/Gとして脳死者を死者と扱

うかどうかというスタンスが不明瞭であり（データ）、もし脳死者を生きている者とし

て判断するならば意見を無視することは違憲なので政策を施行できない（ワラント）と

いうものであった。 

岸本により、脳死者を死者として扱うかどうかというスタンスが不明瞭なのが問題なの

か、山本が脳死者を生きているものと思っているから問題なのかという質問がなされ、



山本は後者を選び、意見のコアがテーブルに浸透した。山本により、①logicを検証する 

②データを skipしワラントを検証する の２つのすすめ方が提示され、投票で進め方を

決めるという提案が採択された。岸本が３つめの選択肢として「脳死者は生きている（デ

ータ）なので意思を無視することが違憲となり、政策を施行できない（ワラント）。と

いう logicを検証する」を提示し、３つの選択肢の中から投票で岸本が提示した選択肢

が採択された。 

 

その後 logicを検証していたが脳死者をどう扱うかを決めるのは非常に難しく、議論は

平行線をたどった。その後大杉から違憲かどうかを話すのは J/Cの taskであり、J/Gの

taskではないと言うワラントに対する反論が展開されるが、J/Gも違憲について話すべ

きであるという Evidenceを山本が提示し収束する。 

 

その後きしもんにより違憲ならば政策を施行できないというのはすべての situationに

適応されているのかという質問がなされる。山本はすべてに適応されると返答するが、

岸本により例外として国民の反対を押し切り、税金が上がった一例が提示される。それ

に対し山本は権利を比べた結果そこに優位性がある場合のみ権利は侵害出来る。という

意見がだされる。これを受けて大杉がコンパリで権利をm/s/bの基準として追加し、そ

こで話そうという提案がなされる。しかし、周りの合意を得られず、採択されなかった。

その後、岸本のすでに taskは満たしているというスタンスと山本の違憲であるかどう

かも taskの一種であるというスタンスがクラッシュし、またもや議論は平行線をたど

る。 

かなりの時間を費やしたところで、山本が妥協し、pracaを認め、コンパリに行く代わ

りに DAを脳死者にしようという提案がなされるが採択されなかった。ここで山本は戦

意を喪失したのか、ただ pracaを認めるといった形でこの話は終了した。 

 

Comparison 

山本の権利を侵害されることにより起こる精神的苦痛をうける脳死者を TGとした DA

が提示される。山本のみが DAを提示したため、自動的に DAとして採択・立論された。 

岸本が ADTGは病気が治り寿命が延びる可能性がある点で、ADTGのほうが DATGよ

りも政府に貢献するだろうというアイディアの元、T/Pすべきという logicが提示される

が、山本の反論などにより時間が来、このテーブルの議論は終了した。 

 

 

 

 

 



4. 石毛による全体に関する感想とアドバイス 

・ASQで時間を思ったより使っていたことに対して 

 議論の中心として参加していた 3年生は皆カンファメは出来ていたが、うまく活用 

 できていないと感じることが多かった。カンファメを議論を収束させるための 

現状整理にのみ使用している印象を受けた。しかし、意見をカンファメする事で、 

解釈のズレを未然に防ぐといった方法も非常に重要なカンファメの用途だと 

考えます。おそらく、皆教わってはいるし、分かっているのだと思うが、自分の 

スキルが上達するにつれて、それらをすることに意義を感じず、やらなくなるのかな、 

と感じます。先輩などが教えることには必ず意味はあります。たぶん（笑） 

先輩がした方がいい言ったことをなぜすべきなのか自分なりに解釈し、自分で 

判断することが大事です。 

逆に、君たちはこれから教える立場になります。人に教えるときに、やるべきこと 

だけを頭ごなしに言うのではなく、なぜやるべきなのかなのも伝えてあげてくださ 

いねっ！！笑 

 

 ・テーブルで採択されやすい提案とは 

  NFCで全く同じ内容であったが山本の提案は通らず、岸本の提案は通るといった 

場面があった。違いとしては相手のインテを引き出したかどうかであると思う。 

山本は焦っていたのか、相手が何を話したくて、最終的には何がしたいのか、 

そういうものを引き出さず、APAの話だからここで話すのやめようという提案は 

やはり相手も納得できないだろう。そもそも流すという行為は Aさんの意見を話すの 

は○○エリアが最適（若しくは「ここで話す必要はなく○○で話すべきこと」）だから、 

ここで話すのはやめて○○で話そうという行為であるはずです。そのためには、 

① アイディアの理解 ②このエリアの taskと合わない ③○○の taskと合う 

の 3つが最低限必要であると考えます。（俺はね！！笑） 

これも上で言っていることと同じになっちゃうんですが、流すという行為にはなぜそ

うすべきなのかという根拠（理由）が必要です。そしてそれは相手に伝えるべきです。 

 

 ・議論が停滞した際に 

  議論が平行線をたどった時に、（今回だと pracaですかね。）投票で決めちゃうっての 

  も一個の手段であると考えます。（俺はね！！笑） 

  今回は山本の反論による収穫はほぼゼロに近かったです。まあ収穫がゼロなのは悪い 

わけではないと思います。（俺はね！！笑） 

まあ結果論になってしまうんですが、あんなに時間をかけてなにも収穫がゼロなのが 

問題ってことです。これはテーブルメンバー全員の責任です。 

まあ柔軟にやることも大事なのかなーって思います。まっ、それが難しいんですけど  



ね（笑） 

 

5. 個人総評 

1位 岸本（明治３） 

 このテーブルの中で常に冷静であり、また相手のインテを汲もうとする姿勢などが最  

 も見受けられた。OPとして ADを立論するだけでなく、議論を先へ進める提案、意 

見をテーブルに浸透させるカンファメなどでおおいにこのテーブルに貢献したため 

1位に選定する。しかし相手の意見を汲もうとしすぎていて、時間を費やす場面が 

多々あった。どれほどまで意見を汲めばよいか見定める目をもう少し鍛えれば 

もっと素敵なディスカッサントになると思います。あとは、他人への介入をもうち 

ょっとだけ、早く出来るといいと思います！ 

 

きしもん、すごく上手でした。この結果がきしもんが望むものであったかは、そう

でないかもしれないけれど、本当にとても上手だったよ！！自信をもっていいと思

います！！これからはエデュケ、頑張ってね！！応援してます。 

 

２位 山本（早稲田３） 

      岸本と共に多くの意見をテーブルに浸透させた事、また自身の意見の提示、DAを立 

   論したために 2位に選定する。初めに言いたいことは、1位との点差が非常に僅差で 

あった事です。よかった点は、テーブルの流れを自身に戻すことが出来ていた点で 

ある。強引であった場面もあったが、山本が議論の主導権を握っていた場面も多く 

見受けられた。しかし、途中で戦意をなくしたのか、自分の意見を半ばオミットの 

ような形で終わらせてしまったことはもったいなかったです。もうすこし周りを味 

方にできるようなやり方を習得できたら、すごいことになると思います。 

 

とくしぃお疲れ様！本当に惜しかったです。しかしとくしぃが多くのディスカッサ 

ントにエデュケを出来るスキルを持っていることは明白だと思うから、今後は後輩 

を育てることに注力してもいいと思う！とりあえず、お疲れ様！リブラの準備頑張 

って！！ 

 

３位 大杉（立教３） 

誰よりも誠実に議論を行っている印象を受けました。自分の為ではなく、テーブル 

の為にたくさんの提案や質問、カンファメをしていた点で評価をしました。相手の 



言いたいことをキャッチする能力に優れていると思われ、チャートはきれいではな 

いものの相手の意見をわかりやすく言い換えるのが非常に上手であった。1位、2 

位との差は、提案が通っていたかどうか、自身の意見を提示できていたかどうかで 

す。 

 

ゆーたろーお疲れ様です！ゆーたろーのスピード感にあふれるディス、めっちゃ好 

き！！おれはゆーたろーのすごいところは相手の言いたいことを言い換える力だと 

思う！みんなが出来ることじゃないよ！とっても素敵！ぜひ後輩に教えていってあ 

げてくださいな！！ 

 

４位 小島（明治２） 

自身の意見をテーブルに提示したことを評価した。しかし、自分の意見を他人にハ 

ンドリングされてしまったのが痛かったです。自分の意見を一番よく知っているの 

は自分です。来年にむけて、まずは自分の意見を出している時は自分がハンドリン 

グ出来るようにしましょう。 

 

おじいちゃん（笑）お疲れ様です。言いたいことがあるのは伝わってきたけど言葉 

があまりでてきてなかったね。きしもんやとくしぃにやさしくカンファメされてい 

る姿はほんまの介護みたいに見えて、おもしろかったです。 

3年生が争ってる中で意見を提示できるのはいいことです。これからも積極的にディ 

スカッションに参加し、スキル上達にいそしんでね！ 

 

５位 市塚（日大３） 

話の核心をつくような質問が多く、またそれを評価した。しかし、みずからハンド 

リングすることはせず、ただ疑問をなげかけているだけで終わってしまってのでこ 

の順位となりました。もう少し、話を続ける方法を学ぶことが大事だと感じました。 

 

しゅんかんお疲れ様。議論にはあまり介入はないけど、すべてを理解していて、核 

心をつく質問をしていた印象！！だからこそもったいなかったね！ 

ただ質問していた内容は、すべて正しいと思う。（俺はね！笑） 

これからはチーフとして日大ディスセクをひぱっていってあげてください。 

 

 

 



以下の 2人は単純に介入量の差による順位である。 

６位 高橋（東洋２） 

 バジル、お疲れ様。まずアーギュを持つことが大事だよ！！一番簡単だしね！ 

 これから頑張れよ！ 

７位 猪池（創価２） 

 まゆみちゃんお疲れ様。ディスカッションで自分が発言するときに伝えるべきことは 

3つだよ！1つは自分がしたいこと（インテ）2つ目は話がどう終わるか（ゴール） 

3つ目は内容。だよ！たぶんほかにもあると思うけど、この 3つを意識すれば、相手 

の理解も早くなると思うで！ 

 

以下の 2人はまったく介入がみられなかったので同着である。 

８位 古川（立教３） 

８位 橘（明治２） 

 

 

みなさん、特に 3年生、ほんっとにお疲れ様です。夏休み楽しみましょー！ちな、俺夏

合宿が楽しみすぎてやばいです。 

またどっかの大会であったらよろしくね！ 

ほんじゃ。 

石毛 


