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1. テーブルメンバー 

  

江澤（AGU 2）、川本（立教 2）、坂口（東女 3）、豊嶋（立教 2）、大谷（高経 3）、 

中野（獨協 2）、村上（東大 2）、上杉（AGU 2）                             計 8名 

 

 

2. 議論の流れ 

 

2人の実力ある 2年生が「深度」と「進度」で激しく競り合う白熱した議論であった 

 

 川本（立教 2）が提示した、臓器移植を受けられずに死んでしまう患者を救うために、

脳死患者から強制的に臓器を摘出するモデルオピニオンシートの基、議論が進んだ。ASQ、

PLANサイドにてオピメの定義やプランの意図などを確認する質問が多数出されたが、オ

ピメの軸がしっかりしており、かつ川本が質問者の意図を Qで詰めてから返答していたた

め、大きな混乱はなかった。SOHで 1つ、NFCで 2つ、Solutionの practicability（実行

性）で 3つのアーギュメントが出された。 

 

＜SOH＞ 

・坂口（東女 3） 

A/Wの存在が不明確なため深刻ではない 

 

⇒ ロジック提示の際に、「これが objかどうか分からないし、ゴールは自身のダウトの解

決だ」と説明しながら検証に移る（ゴール確認の際に川本がエフェクトカンファメを行い、

仮にダウトが解決されなくても先には進めることを確認）。 

アイデアの説明として、「TGは『臓器が欲しい』という欲望の willと同時に、『臓器提供

者に申し訳ない』という罪悪感という相反する willを持っており、それぞれの比率が不明

なら A/Wは不明確だ」、という RSN for dataの解説がされた。しかし、江澤（AGU 2）が

「全ての TGが『罪悪感 > 欲望』という willなのか」という質問をし、「一部である」と

即答したため立証はせず、オピメの TGの定義を確認してダウトは解消された。 



＜NFC＞ 

・中野（獨協 2） 

臓器提供者の意思を無視する行為は、国民間の平等を侵害するため着手すべきでない 

 

⇒ RSN for Causeでの Qを基にロジックを提示するも、川本のトリートによって中野

のコアを確認した後コンパリゾンで話すことになる。 

 

・坂口（東女 3） 

現状は「心臓が動く状態 = 生」という日本的考えを反映しており、それを保つべきであ

るため着手すべきでない 

 

⇒ データのエビデンスや検証のためのプロシを用意しており、それに乗っ取って話が進

められる。主に川本が多数の質問をし、丁寧なトリートを通じて時系列が APA であること

を明確にさせ pracaへ流れる。 

 

＜Practicability＞ 

（アーギュメント検証前に、坂口の Qと川本の Aにより 

「praca’s task = to confirm way to t/p 」であることが確認されるも、特に意味はなかった） 

 

・江澤 

プランは脳死患者の回復可能性を無視しており、日本政府（オピメ）のスタンスに反し

ているため実行性がない 

 

⇒ Causeエリアで出された 2つの Qを基にアーギュメントが出された。 

①脳死患者にも医者による誤診の可能性があり、実際に海外で回復した例があることをエ

ビデンスで証明し、テーブルのコンセンサスを得る。 

②死者・脳死患者・生者、という選択肢がある中で、オピメは何故強制的臓器摘出を脳死

患者に絞ったのか（他を省いたのか） →生者から臓器を摘出することは殺人になるから。 

この①②に乗っ取れば、脳死患者にも回復する可能性があるため除外理由である「殺人」

が適応されるはず、なのでプランには実行性がない、という内容であった。 

 いくつかの Qがされた後、川本から warrant of warrantに対して、「現状にも手術中の

不慮の事故などが存在し、それを日本政府が容認しているのであれば実行性はある」とい

う objが提示される。この反論が立証され江澤のアーギュメントは切られるも、このアイデ

アを DAとして話すことがテーブルメンバーに伝わる。 

 

 



・坂口 

 「脳死 = 死」という定義には社会的認識（ ≒共通認識、常識のようなもの）が必要で

あり、日本政府がそれを得ることは絶対不可能なため実行性がない 

 

⇒ こちらも検証用のプロシが用意されていたが、余分なステップや vague word の多さか

ら実際に効果を発揮していたとは言えない状態であった。豊嶋（立教 2）から「社会的認

識とはどのように存在を確認するのか？」という質問がされ、それを皮切りに江澤がアー

ギュメントの脆弱性を突いていく。坂口の主張は「エビデンスで存在が述べられている」

ということであったが、江澤は「『脳死が生か死か』なんてものは個人の価値観である」「前

提として確認方法が不明なら、社会的認識という ”あるか否かも分からないもの” が『脳死 

= 死』という定義に必要、ということになる」と主張。川本は「アーギュのコアが warrant

なら dataはそんな重要じゃないから unclearにして先に進もう」と流そうとし坂口もそれ

に乗ろうとするも、「ロジックの構造上 dataが明確にならなければアイデアは立証できな

い」というロジックを江澤が提示し、社会的認識の確認方法についての話が続く（※特に

この辺りで議論が白熱したためテーブルの理解度に大きな差ができていたのではないかと

感じた）。坂口は「何故社会的認識の必要性が述べられているエビデンスの存在だけでは不

十分なのか」という質問をし、江澤は「もし大多数の日本人の支持ないし共感が必要だと

言うなら、全国民にインタビューでもしなければならないから。でもそんなこと本当にあ

るのか」と返答。ここで江澤からの立証責任に逃げられなくなった坂口がアイデアを DA

として出すことで妥協、検証は終わる。 

 

・大谷（高経 3） 

日本政府が国民の生死を決めることは政府による殺人であるため実行性がない 

 

⇒ 江澤と川本の 2人が検証を進めていく。「生死を決める行為」とは「政策を強制するこ

と」、「”強制”の定義に必要な要素」として「国民の意思を無視すること（なので現状では意

志の無視はない）」であることが分かった後、江澤から「現状臓器提供の意思表示をしてい

ない人で、本当は臓器提供をしたくない人の意思が無視されている」という例外が出され

る。ここで川本が「アーギュメントのコアは意志の無視か、それとも政府の殺人か」とい

う質問をするも、大谷が江澤の例外を認めてしまったためアーギュメントは立証されず。 

 

 計 6つも出されたアーギュメントの検証に時間を掛け過ぎたため、ディスカッション終

了 9分前にようやく川本の ADが立証される。DAエリアではアーギュメントを提示した 4

名からアイデアが出され、多数決で 3票全てが江澤の「誤診によって死亡することを恐れ

る臓器提供者」に入る。江澤の DAが立証された 20秒後、川本がコンパリアイデアを説明

しかけたところでディスカッションは終了した。 



3. 全体に対するコメント 

 

 簡単に、①テーブルの理解度 ②論理とニーズ の 2点について述べさせてもらう。 

 

①テーブルの理解度 

 テーブルメンバーは自覚していると思うが、本テーブルは教室前方：後方の席で、あま

り喋らない人：よく喋る人、という構造になってしまっていた。そのため一部の場面でテ

ーブルの理解度にばらつきがあるのではと見られた場面があった（坂口のアーギュメント

に対する江澤のダウトや検証方法の揉め合いなど）。席順は運も絡んでくるが、お互いがも

っと働きかけるべきである。 

 

⇒喋る人: チャットじゃなくてディスをする。会話の当事者であっても常に落ち着いて周り

を見て「？？」って顔の人がいたら、自分ないし発言の主体者が分かっていたとしても C

してリズム調整。単に周りの理解度が追いついてないわけでなく、自分たちの認識がずれ

ている場合もあるので要注意。 

 

⇒喋れない人: 「So sorry… I'm a little of bit confused.」と（申し訳なさそうに）言って

止めて、自分が分かっているところまで C、それ以降の分からない部分を聞き、話のゴール

とエフェクトをカンファメしてみる。そのために①話のスタート（誰が始めたか） ②話の

クレーム（何についての話か） の 2点だけは覚えておく。第三者視点でテーブルをマクロ

に見えているのなら、議論を落ち着かせたり矛盾を指摘することもできるはず。テーブル

を止めることは悪いことだと思っているなら、まずはその考えを捨てること。ずっと喋ら

ない状態が続いてしまうと尚更喋りづらくなってしまうので、小まめなレスポンスや簡単

な Qでもいいからコンスタントに介入できるようにしておく。とりあえず喋ってみよう。 

 

②ニーズと論理 

 主に川本はアーギュメンターの大事だと思う所（コア）を聞き出してトリートしようと

し、対して江澤は論理的妥当性を基にアイデアを検証していた。個人的見解としては、ニ

ーズも論理もどちらも大事だが後者が優先されるべきだと考える。我々は政策決定会議を

行っている上で 3時間 10分の議論を通じて結論を出すが、その結論に論理的な説明がされ

なければならない。それは結論までの過程（= 結論の理由付け）に提示されたアーギュメ

ント 1つ 1つの検証にも同じことが言えて、「アイデアの前提部分はよく分からないけど、

アーギュメンターが重要だと主張する点を考えたらこういう風になると思いました」なん

て説明では第三者は納得しないし、必然的にアイデアの価値も下がる（もちろん例外はあ

るし、データの検証が修復不能なほどにごちゃったが warrantに流す余地があると感じた

なら一気に warrantに飛ぶことも可能ではある）。 



特に今回は坂口のアーギュメントに対し江澤が噛み付き検証方法で多少揉めたが、前提

の立証責任を終始求め続け、立証不可能に追い込んだ江澤に正当性があると判断した。も

ちろん参加者のニーズを掴み、実際に彼/彼女を満足させてあげることは大事であるし（筆

者自身が現役時代、分からないないし困っている子に Qや C、話すための Sをしてあげる

サポーターのようなプレースタイルだったので）ディスカッションの魅力の一つだが、そ

の行動が論理的に合っているということがまず前提になければならない、ということは頭

に入れておいてほしい（逆に心理的に相手を信用させることが上手い人は少し論理的に甘

くても提案が通る時もあるし、上に行けば行くほど感情論に頼ったディスカッションが通

用せず高度な論理性・技術が求められることになる。個人的な話をすると「優しさ重視 or ロ

ジカル最優先」というスタイルの切り替えができなかったことがアッパーテーブルでの地

蔵癖を付けてしまった原因ではないかと思うので、参考までに述べておく）。 

 

 

4. 順位と選定理由 

 

1位（乙一） 江澤（AGU 2） 

 他人のアイデアを批判的に考え実際に反論をした点、周囲の疑問や流しに対しても論理

的に返していた点、それらがオーソリティの構築に繋がり DAプレゼンターとしてアイデ

アを立証した「深度」の点を評価した。しかし、1stテーブルのジャッジも高く評価してい

た自身の pracaアイデアに関しては反駁の余地があったように思えた。今後の課題として

は ①アイデアの言語化 ②トリート・ハンドリングの技術 が挙げられる。自分の中で何と

なく話したいことはあるのだが、それをどう説明すればいいか分からず川本に介入を奪わ

れる場面が幾度か見られた。それは英語の語彙不足などではなく、頭の中でアイデアを完

璧に整理できず結果と過程が繋がらないから上手く伝えられないのではないか、と思った。

自分自身で情報整理をし、それをチャートなどにアウトプットすることができれば江澤の

論理性がより一層輝くはずである。今後の活躍に期待している。 

 

2位 川本（立教 2） 

 オピニオンプレゼンターとしてしっかり軸を持ち ADを立証した点、全ての話に介入し

他人のアイデアを丁寧にトリートしてあげた「進度」の点を評価した。しかし、先に述べ

ているように論理的にはまだまだ弱く、ADを取って残り 9分ということは優しいと言うよ

り甘いという見方もできる。技術的にはほぼ全ての Qをクローズ Qで行うなどちゃんと習

慣づけられている部分もあったが、もっと Cと Sの量を増やすことができたのではないか

と思った。オピメとしては、テーブルの満足度と質の高い結論のバランスを取るためには



何が必要か考え、行動してほしい。また、論理性を鍛えるためにアーギュメントやコンパ

リゾンの練習をすることを推奨する。今の立教大学にはそれを支えてくれる実力ある先輩

たちが大勢いると思うので、今後も頑張ってほしい。 

 

※今回 1位と 2位が超絶僅差であったため乙一の選定に相当悩まされた。一つ二つの発言

で順位が逆転していたのは言うまでもない。しかしディクテーションを再三見返した結果、

川本の「進度」よりも江澤の「深度」が僅かに上回っていたためこのような結果になった。

また、3位以下は正直介入量の差になっているが 1・2位と 3位以下のメンバーにおける最

大の差は「他人の話に介入したか否か」であることを述べておく（豊島は量としては上位 2

名より少なかったかもしれないが、彼なりに頑張ろうとする姿勢は伝わった）。 

 

3位 坂口（東女 3） 

 複数のアイデアを用意し、アーギュメンターとして活躍した点を評価した。検証用のプ

ロシを用意していたことはよかったが、実際に機能していたかというと否であったので改

善が必要である（ロジックも言うなればトーキングポイントの図式化であり、何故検証用

のプロシを引くのか、という目的から考えればどのようなものが最適か考えられると思う）。

SOHのアイデアは some cutをするか workaの flip に応用できたし、pracaのアイデアに

関してはもう少し前提を詰めるないし即興でもいいから反駁をすべきであった。加えて他

人のアイデアに関しては上位二名に任せ切りであったので、どうすれば他人の話にもっと

介入できるかを考えてほしい。今後はエデュケーターとして、東女を支えていってほしい。 

 

4位 豊島（立教 2） 

 上位三名には劣るも複数の Qや Sにも果敢に挑戦していた点を評価した。特に一部の Q

の質は高かったので、もっとあだ名通りガツガツ介入すればよいのに、と思って見ていた。

豊嶋の課題の一つはプレゼンテーションだと考える。Narrowingを読んでいる際も手が震

えていたり、目線があっちこっち動いていた。発言している際も自信が無さげで、どこか

遠慮しているように感じた（結果オピメ voteではハキハキと話していた川本に負けていた）。

せっかくいい体格をしているのだから、堂々と相手の目を見て話せばそれだけでも結構聞

き入れてもらえるのではないかと思う。オーラルプレゼンを極めるか、チャートなどの技

術を会得すること、あとはアイデアをドヤ顔で話せるようになればもっと上手くなるはず。

去年肝炎で見たときよりもとても上達していたので、これからの成長に期待している。 

 

 



5位 大谷（高経 3） 

 practicabilityでのアーギュメントを評価した。例外により立証しなかったとは言え、ち

ゃんと検証機会を通じて「否」という解を得たことには価値がある。しかし、自身のアイ

デア以外では全くと言っていいほど話しておらず、アイデア検証時も若干上位二名に振り

回されている感じがした。ASQで一度 Qをしようとして他人とタイミングが被ったがため

に遠慮してしまうなど、豊嶋に似た改善点が挙げられる。性格などで実際には難しいかも

しれないが、喋れた分だけディスカッションは楽しい・面白いと思うので、是非人に負け

ないくらい元気に話せるようになってほしい。 

 

6位 中野（獨協 2） 

 RSN for Causeでの Qを活かしたアーギュメントを提示していたが、川本の流しを簡単

に受け入れてしまった、というより簡単に流せる内容であったためアイデアの価値として

は低かった。taskという便利でも不便でもあるルールが存在する PDDにおいて、アーギュ

メントは考えるのも使いこなすのも難しいとは思うが、どのような落とし所を付けるか・

どうすれば論理的に粘れるか・アイデア構築に必要な Qやエビデンスは何か、など試行錯

誤をしていってほしい。 

 

7位 村上（UT 2） 

 限定的ではあるものの、複数回 Qをしていたためこの順位とした。簡単な Qでもいいか

らもっと量を増やせれば、話の理解度・テーブルにおけるオーソリも上がると思うので、

量を増やすことから始めていってほしい。 

 

8位 上杉（AGU 2） 

 一度も喋らなかったのでこの順位とした。これから新入生をセクションに迎え入れる上

で、本当に自分はこのままでいいのか一度考えてほしい。上手くなりたくてもどうすれば

いいのか分からないのであれば先輩や同期を頼ればいいし。やればできるとは思うので、

今後の成長に期待している。 

 

 

 お疲れ様でした！総評と言う形式上偉そうに書いてしまっていますが許してね。僕は今回のアッ

センでこの2ndテーブルと1stのテーブルを見る事が出来て本当に嬉しかったです！理由は言わ

ないけど、それぞれ見ていてよかったと思える点がありました（内容の良し悪しだけじゃなくね） 



 3年生はプレイヤー生活お疲れ様でした！これでディスカッション漬けの日々ともおさらば…、と

いうわけにもいかず、これからはエデュケーターとして引退まで後輩を育ててあげてください。残

り 4,5か月くらいだと思うけど、本当にあっという間だよ。笑  

 2年生はこれからの自分の目標に向けて頑張って！目標に向かって全力で頑張る姿を後輩たち

は見ています。ランカーになるでもよし、エキシビ・ファイナルに行くでもよし、エデュケができるく

らいにはディスできるようになるでも何でもいいです！せっかく大学生活の大半を ESSないしディ

スカッションに注ぐのであれば、ちゃんと意味のあるものにした方がいいと思うので、目標とそれを

達成するために何をすべきか考えて行動していってください。応援してるよ～ 

 

 リフレや聞きたいことがあれば青学の知り合いか自大学の先輩に連絡先聞いてくださーい 


