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１．テーブルメンバーと順位  

 

１位 大澤（UT３） 

２位 高橋（日大２） 

３位 西野（上智３） 

４位 野村（日大３） 

５位 生野（UT２） 

６位 島村（東女２） 

７位 林（芝工２） 

８位 小笠原（明治２） 

 

 

２．議論の流れと詳細  文責：笹原 

 

【Narrowing】 

 

高橋の「All AD と All DA で comparison を行うほうが、1AD と 1DA で行うより良い結論

が得られる。それにも関わらず 1AD と 1DA で行うのはなぜか」という質問から議論が始

まる。大澤が高橋のこの議論目的が「以上の理由を聞くこと」のみであるとテーブルに提示

した。高橋の質問に対し Narrow Presenter の西野が「All AD と All DA では結論を出すた



めの時間が不十分である」と答えた。Narrow presenter の理由を聞くという目的を達成し

たため、大澤はこの議論を終わろうと提案した。またその際に、1AD と 1DA で comparison

を行った後に必要性があれば All AD と All DA で comparison を行おうという大澤自身の

考えも提示した。しかしその後、この議論が発生することはなかった。 

 

【NFC】 

大澤が OP となり、モデルオピニオンシートを提示した。テーブルメンバーが典型的な質問

などを行い、約 40 分間で ASQ を終えた。そして NFC では高橋のみが反論を提示した。 

 

高橋の反論 

 

高橋の反論は「SQ と APA では生きている者と死者の数が変わらないため違いがない。も

し違いがないとしたら、AD に価値がない。」というものであった。SQ では O/T を行わな

いために脳死患者は生き、レシピエントは死ぬ。APA では臓器移植を強制的に行うため脳

死患者は死に、レシピエントは生きる。以上の高橋の説明を、大澤がカンファメーションを

行いテーブルメンバーに浸透させた。そして大澤が高橋の反論の data に対し objection を

行った。大澤の obj は「APA では脳死患者が一人死ぬのに対し、最大 3 人レシピエントが

救われる。なぜなら、一人の脳死患者から最大３つの臓器を取り出すことが出来る可能性が

あるから。」というものであった。大澤は「心臓、肺、肝臓は死後決まった時間内であれば

取り出すことができる」という evi を用いて obj を支えた。高橋はこの evi に納得し、SQ

と APA で違いはあるとして高橋の反論は証明できなかった。最後に西野は高橋の反論に関

する議論に対して明確な点と不明確な点を提示し、議論をまとめた。 

 

【SOL】 

 

Direction、Mandate を経て残り 50 分の時点で、sol が始まった。大澤の質問により、6 人

のテーブルメンバーが sol に反論をもつことが分かった。大澤の提案により以下の 3 つの選

択肢の中からどの手順で進めるか投票が行われた。 

1.全ての反論を今検証する。検証するため検証の順番を決める。 

2.今から situation comparison を行い、反論を検証する。sol と compari を同時に行う。 

3.全ての反論を DA TG にし、通常の compari に進む。 

投票の結果、1 になった。Praca の反論を持つ者が西野、島村、林の 3 人。Worka の反論を

持つ者が生野、高橋、野村の 3 人。これにより、Praca の反論から議論し、その中の検証順

番をジャンケンによって決め、1.島村 2.林 3.西野となった。またその際に、西野の提案によ

り 3 人それぞれの反論の検証時間に制限を加え、3 つの反論を必ず全て検証することとなっ

た。 



 

島村の反論 

 

島村の反論は「日本政府によって脳死患者の家族の意思は無視されるため praca が成り立

たない。なぜなら、日本政府は日本国民の意思を尊重すべきだからだ。」であった。これに

対し、大澤は「日本政府が日本国民の意思を尊重すべきであるのはなぜか」という島村に質

問し、島村は「DA が起きるから」と答え、DA で話そうとなった。 

 

林の反論 

 

林の反論は「臓器提供に反対している脳死患者とその家族が存在しているため、praca は成

り立たない。なぜなら、日本政府は脳死患者を殺人しているからだ。」であった。テーブル

上では、大澤が「人々を殺人してもよい場合とそうでない場合の判断基準は何か。」と林に

質問し、林は「殺人してもよい理由があるかないか」と答えた。この答えに対し高橋は、「殺

人してもよい理由があるものは死刑制度であり、死刑制度に関しては”to m/s/b for J/N”を達

成できるから殺人が認められている。脳死患者とその家族が反対する臓器移植に関して”to 

m/s/b for J/N”できるかは、今もちろん分からない。であるから、compari の結果として、

臓器移植によって”to m/s/b for J/N”を達成できる場合は殺してもよい理由があり、”to m/s/b 

for J/N”を達成できない場合は殺してもよい理由はなかったと判断しよう。」と提案した。林

はこの提案を承諾し、反論の結論は compari の結果と同時に出ることとなった。 

 

西野の反論 

 

西野の反論は「強制的な臓器移植は日本政府の立場と矛盾が生じるため praca は成り立た

ない。」というものであった。西野は日本政府の立場として、憲法 13 条「全て国民は、個人

として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に

反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。」をテーブルに示し

た。ここで大澤は、「日本国民の意思を無視して政策を実施すること、すなわち憲法違反か

否かの判断基準は何か。」と西野に質問し、西野は「強制されたものであるか否か。」と答え

た。次に大澤は「社会福祉も強制的な政策であるであるにも関わらず、現在の日本では認め

られている。すなわち社会福祉と強制的な臓器移植の違いは何か。」という質問を展開した。

ここで西野は違いを応えることが出来なかったため、少々議論は停滞した。野村は、社会福

祉と臓器移植の違いは「関係者各 2 名双方が恩恵を受けられるか、片方しか恩恵を受けら

れないか」と提示し、これが西野に採用されテーブル上でこの違いが本当であるのかという

ことについて検証中に 3 時間が終了した。 

 



 

３．議論へのコメント  

 

全体として Narrowing や ASQ でなされた議論がその後の NFC や Sol の反論、そして結論

に結び付かなかったのは非常に残念である。 

その理由は 2つあると考えている。 

1 つ目は、テーブルの意識として結論到達への意識が欠落していたことである。OP 決め

に 40 分かかったり、ASQ でも何の反論にも結び付かなかった質問が多くされたりした。こ

れは結論に到達しなくてもよいという意識の表れではないだろうか。Narrowing で提言さ

れている通り、議論の目的は刑事問題に関するどんな政策を日本政府は採択すべきか、とい

う問いに答えるものである。頭で考えずついつい慣れてしまい聞き流してしまう

Narrowing だが今一度全員に意識してほしいと考える。 

2 つ目は、結論に到達するためのプレゼンテーション能力とハンドリング能力の不足であ

る。今回の議論では、ほぼ一貫して高橋の質問から議論が展開していった。しかし、高橋の

プレゼンテーション一発で質問内容やその意図が伝わることは少なかった。そしてその高

橋の質問に対する大澤や西野のカンファメーションも完璧といえるものではなかった。 

３年生はこのアッセンブリーをもって現役を引退し、今後は後輩に指導することや、後輩

の考えをカンファメーションすることが更に多くなってくると考える。そのため、プレゼン

テーション能力とカンファメーション能力を現役引退してなお磨き続けてほしい。そして、

後輩への教育に尽力してほしい。期待しています。 

 

 

４．順位の選定理由と個人へのコメント  文責：坂口 

 

１位 大澤（UT3） 

オピニオンプレゼンターとして議論の土台を作り、すべての話にコンスタントな介入をし

ていた。また、テーブルの中で唯一他人の話を浸透させようとするカンファメーションを行

っていたことから、テーブルへの貢献度も十分にあると判断した。しかし、オピニオンプレ

ゼンターとして少しコンクルージョンに対する意識が弱いのではないかと感じた。自分の

話したい論点とそうではない論点の取捨選択を意識して、より良いコンクルージョンを目

指してほしい。 

 

2位 高橋（日大 2） 

誰よりも多くの質問をし、議論を深めようとする姿勢を評価した。また、他人のアイディア

に対しても反論をするなどして議論に積極的に加わっていた。しかし、高橋の発言の浸透率

の低さは課題であると感じた。基本的なことではあるが、CCF や AREA などをもう少し意識



できれば他人に介入されないプレゼンができると思う。プレゼンの質を意識してこれから

成長してほしい。 

 

3位 西野（上智 2） 

上位 2 人に比べて介入量は劣っていたものの、自身のアイディアをテーブルで検証させよ

うとする姿勢は評価できた。また、回数は少なかったがアイディアがぶつかった時のクラッ

シュポイントをまとめるカンファメなどの質は高いと判断した。これからは、介入の質は保

ちつつ介入の量を増やせるように努力してほしい。 

 

4位 野村（日大 3） 

5位 生野（UT2） 

6位 島村（東女 2） 

7位 林（芝工 2） 

8位 小笠原（明治 2） 

4～8 位までの順位は介入量の多さ、発言が議論に与えた影響を総合的に判断して決めまし

た。テーブルの雰囲気は比較的に和やかな雰囲気であったので、発言自体はしやすかったと

思います。その中で、もう少し自分の発言が議論にどういう影響を与えるかを考えてみて下

さい。きっと発言の質は今よりも向上するはずです。 

二年生は今回の結果に一喜一憂せずまだまだ成長してください。時間はあります。三年生は

自分がディスカッションを通して得たものを出し惜しみせずに後輩に教え込んであげてく

ださい。本当にお疲れ様でした。 

 


