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議論の大まかな流れ（文責：小笠原） 
 
	 江口、宮本、馬場、勝、竪石の５人が立候補した臓器移植(以下 O/T)をテーマとするオピ
ニオンプレゼンター(以下 OP)の中で唯一モデルオピニオンシートとは異なるプロシージャ
(以下プロシ)を提案した勝のアイデアが OPとして採用される。勝のプロシは以下の通りで
ある。通常のプロブレムソルベンシーフォーマットから以下の二つの点を変更したプロシ

であった。 
(1)他のエリアで話せるという理由から NFCエリアをカットするというアイデア 
(2)臓器を可能なかぎり大量に採取するために、プランを脳死患者だけでなく、生きている
日本国民(以下 J/N)と既に死んでいる人の３種類の J/N全員から臓器を摘出し、OPのター
ゲットである臓器で苦しんでいる患者(以下 ADTG)を救おうというプラン 
	 OP決めにおいて、上記の変更理由は竪石らの質問によって共通理解となった。また、青
笹や馬場による質問によって J/Nから摘出臓器が ADTGと合致すると判明してから臓器を
摘出するということや、困難が生じた場合、勝が立案において臓器摘出対象者を狭める(例：
生きている人を対象外とする)、倫理的な話については話す余地が不明なことが明らかにな
った。 
	 このような状況に対し、勝はこのプロシにおいて 
(1) TGを救う(AD>DAの立論) 
(2) 日本政府は人々を殺すことが出来るのか 
という二つの目的について話したいと説明した。しかし、2番について検証方法が分からず
共通理解とはならなかった。その後、江口のハンドリングにより 2 番の目的については勝
がプラクティカビリティ(法的実行力のこと；以下 praca)において一つのロジックを証明す
るということが判明した。ここで、OP決めに大きな時間を割いているため、具体的なロジ
ックについては不明確にしつつ、とにかく OPを決めようという竪石の提案が通り、OP決
めの多数決において勝が OPとなった。 
	 勝が OP となるも、質問や疑問は勝の変更点、特に praca の話に集中した。まず竪石の



質問により、勝の pracaのタスクは通常の”At least 1 way”ではなく、ロジックの立論数に
よって「日本政府が殺しを認めるべきなのかどうか」を結論づけるといったものであり、

OP 決めにおいては勝のロジックのみを検証するものだと考えていたテーブルメンバーに
混乱が生じた。その後、竪石と青笹のハンドリングにより praca のタスクは勝のロジック
を切る事であり、対極するロジックが立論された場合は法的実行力が無いものとし、ディ

スカッションが終了することがテーブルメンバーの中で再認識された。 
	 そんな中、馬場は勝のオピシ全体の立論に対し、独自の目線で切り込んでいった。OPの
プランである生きている J/N、脳死の J/N、死んでいる J/Nの中で、死んでいる人から摘出
した臓器は ADTGの臓器になり得ないのではないかという疑問を提示し、勝の死んでいる
J/N からも腎臓は摘出できるという答えを引き出し、そこから３種類の J/N から摘出でき
る臓器数をそれぞれ、生きている J/Nと脳死の J/Nからは４つ、死んでいる J/Nからは１
つ、というように明確にしようという提案型のカンファメーションを行った。この点は、

法的実効力に対する定量化という点、OPをサポートする点でとても有効であった。さらに
馬場は３種類の J/N の心情はそれぞれ異なっているのではないかという疑問を提示し、勝
の同じ苦しみであるという答えを引き出すなど、勝のオピシ全体に対する影響を色濃く残

していった。 
	 このように、プランサイドの前までは勝のプロシに対する理解をテーブルメンバーが積

極的に行い、順調に進んでいった。しかし、マンデートエリアにてどのように praca を検
証するのかという質問やダウト、確認、提案が再三に渡って行われ、いずれも浸透せず議

論に停滞を及ぼした。例えば、馬場は３種類の J/N それぞれに分けて praca を確認しよう
という事を提案したり、青笹は pracaのタスクは help ADTGのはずなのだから、pracaの
タスクを明確化しようと提案したりしていた。この問題に対し、勝は反論のロジックが勝

のロジックに対してダイレクトに反論しているかどうかで判断しようという提案をするが、

ダイレクトの基準が理解されず、浸透しなかった。その後様々な提案が出される中、江口

や竪石、青笹がまず勝のロジックを見ようと先に進める意志を見せるものの、その度に他

の人からのカンファメーションや質問が繰り返され、議論が停滞したままの状況が続いた。 
	 途中、竪石が勝のロジックではなく、オピシの praca そのものに反論があると意見を表
明した。これを機に、どのように praca を証明するのかという議論に戻っていった。竪石
の意見は、勝の「(ADTG を救うために)J/N を(臓器摘出のために)殺すべき」”should kill”
という意見が通ったとしても、自身のアイデアによる「J/Nを殺せない」”cannot kill”の意
見が優先されるべきであり、pracaの立証にならないといったものであった。この反論に関
して勝は一つのロジックアイデアとして扱う姿勢をみせ、まず自身のロジックを検証しよ

うとするも、”can”と”should”の違いについてテーブルメンバーの混乱を招き、進む様子が
見られなかった。そうした中、馬場が”should”の話は”value”の話であり、”can”の話は”law
や system”の話であると定義付け一種の分類を可能とし、この議論は収束しはじめるが、馬
場自身が”can”の話も一種の”value”の話として扱うことができると認めていたように、この



分類がどの程度の意義を成したかは不明である。このような竪石の反論も含め、praca検証
前での停滞は続いた。 
	 しばらくして、勝が自分のロジックを一旦テーブルメンバーに提示した。勝のロジック

は以下の通りである。 
・日本政府は殺人を認めるべきである。なぜなら、１人の死をもって４つの臓器を得る事

ができ、４人の患者を救うことができるからである。それは日本政府による貢献が高まる

ので、殺しを認めるべきである。 
	 しかし、議論はまたしても「どのようにして結論を得るのか」というアイデア自体の話

ではなくなったため、この場においての勝のロジックは検証されることは無かった。 
	 終了約 30分前になり、ようやくテーブルメンバーの意志はとにかく勝のロジックを検証
しようと纏まりを見せる。ここにきて勝は、ディスカッション開始に掲げた二つの目標 
(1) TGを救う(AD>DAの立論) 
(2) 日本政府は人々を殺すことが出来るのか 
のうち、1番をカットし、2番を今回の結論に変えると口にする。事実上の Nallowingにお
ける結論の放棄である。これに対しテーブルメンバーも不安を口にするが、時間が限られ

ているということですぐに皆が同意し議論が動き出した。また勝のロジックを検証するに

あたり、竪石の意見も検証するため自身のアイデアの検証に 13分、竪石のアイデアの検証
に 13分の時間を設定しようということになり、ようやく勝のアイデア検証へと移る。 
	 勝のロジックの検証(上記参照)は事実上「４人救えるか」までは不明確なままであったが、
勝は以前馬場が提示した、生きている人からは「４つの臓器を摘出できる」というコンセ

ンサスを元に明確であると証言、これが皆の賛同を得る。次に、何をもって貢献とするか

の議論に移る。江口のハンドリングにより、貢献度が上がる意味は”worker(働く人)”が増え
ることであるという定義が引き出される。つまり、一回あたりの殺人で臓器を患者に提供

することにより、４人の労働人口を確保でき、それが貢献に繋がるという意見である。 
	 この点に関して、宮本が日本国民は自身の健康について気にしないという理由で異を唱

えた。これに対し勝は自身のアイデアは法の執行後の一時的な影響をみたものであり、宮

本のアイデアはインダイレクトであると論じた。宮本は確かに自分のアイデアが長期的な

ものであると認めたものの、何故勝が短期的な目線を優先しているのか疑問にもち、ダウ

トとして提示したが、勝が明確な理由を述べないので議論が一時停滞しかけた。そうした

中、青笹が貢献の意味は”worker”がどれだけ増えるかのギャップでしかないことを説明し、
この停滞を解消した。時間が無い事も考慮したのか、それ以降勝のロジックに全員が賛成

の意をみせ、勝のロジックが立証され、竪石の反論検証に移った。 
	 しかし、竪石のアイデアに移った時点で時間がほとんど無かったため、彼のレジティマ

シーのアイデアは検証されることはなく議論が終了した。 
 
 



個人順位と選定理由（文責：廣田） 
 
	 春セミお疲れ様でした。今年は実力が拮抗しており、ジャッジ基準を作る立場としても、

１ジャッジとしても非常に見ていて楽しかったです。ありがとうございました。 
	 しかしながら本テーブルがそうであったように、他人の意見の理解や、どう議論するか

の議論に終始するテーブルが非常に多く、コンテンツが深められたテーブルを見ることは

稀でした。アッセンではコンテンツに富むテーブルを見るのを楽しみにしています。 
	 前置きはこれくらいにして、順位と選定理由に移りたいと思います。最後にちょっとし

た示唆も入れているので、本テーブルの参加者でなくとも目を通してみてください。 
 
1位	 馬場（東大 3） 
抽象度の高い各パンツの発言を具体に落とす Questionと、情報が錯綜した際のマクロな

視点からの Confirmationを高く評価し 1位に選定した。オーラルのプレゼンテーションが
飛び交い、かつ各々が強いアサンプションを持って話すため混乱しがちだった本テーブル

において、彼の QC のみがテーブル内の理解統一に貢献できていたと言える。その理由と
して、 
① 周りが焦りからかオーラルの高速プレゼンに走る中で、スピードを落とし落ち着いた

態度でプレゼンを行ったこと。それ故に、馬場の発言は浸透に長けていた。 
② 簡潔ながら要点を押さえたチャートを利用したこと。 
③「自分が何が分からないか」以上に、「ほかのパンツが何を理解していないか」「この

まま進むとどのような障害が発生するか」に鋭敏であったこと。 
が挙げられる。 
特に①と③はこのテーブルにおいて馬場が特に満たせていたポイントであり、彼を一位

に押し上げたと言ってよいだろう。 
	 しかし、混乱を回収し、テーブルを進める有効な Suggestionはほぼ見られなかった。加
えて介入量も依然として限定的であり、これは彼がエキシビジョンテーブルに進めなかっ

た原因でもある。能力的には申し分なく、あくまで意識の問題だと思われるので、今後は D
ランカーとして、どんなテーブルであっても自分が議論を引っ張るという責任感を持ちテ

ーブルに臨んでほしい。 
 
2位	 勝（法市 3） 
プラカを論点にしたオピシを基に議論の土台を作り、かつプラカにおいてロジックを立

論し、政策決定という観点からすれば結論に直接影響した唯一の存在であったことから 2
位に選定した。 
しかし彼のプロシは説明不足な点が多く、本テーブルの時間の大半はその理解に費やさ

れた。パンツの Qに Aがミートしない局面もしばしば見受けられ、オピメの責任を果たせ



たかというと疑問が残る。「テーブルに残ったもの」を評価するといううえでは紛れもなく

2 位であるものの、「テーブルにこれだけしか残らなかった」原因を作ったという解釈もで
き、彼に D ランクを贈って良いものか、ジャッジ間で議論が生じた点は覚えておいてほし
い。 
所謂ニュープロシを利用して議論する場合、オピメとして気を付けなければならないの

は、「パンツにはこのプロシはどう理解されているのか」という点である。上記のように勝

がパンツに対し有効な Answer をできずにいた原因のひとつとして、そのように客観的に
自分のプロシを眺められていなかったという点が挙げられる。 
とはいえ、試ジャッジや春セミ全体のパフォーマンスを見れば勝が高いスキルを持つこ

とは明らかであり（本テーブルの評価には一切関係していないが。）、そのディスに対して

愚直な姿勢は後輩の手本となりうるものである。今後はアッセンへの準備を行うとともに、

ディス界に対しランクに恥じない貢献をしていってほしい。 
 

同率 3位	 青笹（上智 3） 
	 終始介入量を保ち、勝のプロシの要点を引き出す Q、C から、積極的に議論の道筋を示
す Suggestionを行っていたものの、結果として浸透しきらなかったことから 3位となった。 
	 本テーブルにおいて一際 Understandingに優れ、Suggestionもジャッジ目線からすれば
正鵠を射たものが多く、発言の潜在的な質は高いレベルにあったと言える。しかしながら、

「Sの内容は理解はされるものの有効性までは理解されず、他人の話に押し流される」場面
が目立ち、それが 2位との差を生んだ。 
	 青笹の今後の課題は、他人を巻き込む=自分の意見の妥当性、有効性を理解させるプレゼ
ンである。それができるようになれば、持ち前の理解力と批判的思考力を十全に発揮し、

テーブルをコンテンツ性の高い議論に導ける存在になると考える。 
また、必要以上に他人のインテンションを汲む傾向もあるように感じた。下部のコメン

トを参考にしてほしい。 
	  
同率 3位	 江口（青学 3） 
	 江口もまた、勝のプロシを深堀りする QC を行い、また勝の提示した praca 検証の方法
論に対し積極的に意見を出していた。後半においては議論の核心を突く発言がしばしば見

られ、1 位に並ぶプレゼンスを発揮していた。しかし前半の介入は質量ともにムラがあり、
それが 2位との差の原因と言える。 
これは私見だが、波に乗った時の江口のハンドリングは Necessity と Needs のバランス

感覚に長け、関東においても相当高いレベルにある。それだけに、初めから後半のような

パフォーマンスを発揮していてくれたら本テーブルの結論はより良いものになったのでは

ないかと悔やまれる。アッセンに向けて、どのようなテーブルにおいても自分のペース、

役割を早い段階で掴めるような振る舞い方を身に着けてほしい。 



 
5位	 竪石（立教 3） 
	 前半は積極的に介入し、オピメのプロシ詳細を引き出す Q を中心に貢献していた。後半
はプラカにアイデアを持っていることを示したものの、そこからの介入量が急減したうえ、

時間不足により自らのアイデアも検証されずに終わったためこの順位になった。 
	 このテーブルに限らず、上位のテーブルになればなるほど、各々が強いコンテンツやセ

オリー観、アサンプションを持ちやすい。その中ではより高い C のスキルが求められる。
竪石には独自のコンテンツ性、存在感という武器があるので、それを発揮できる場にスム

ーズに移行できるよう、Cを磨いていってほしいと思う。 
	  
6位	 宮本（法市 3） 
	 自分の理解を確かめるための Qが介入の中心で、テーブルのための Qや Cに乏しかった
ことに加え、勝のロジックへの反論も検証されなかったことからこの順位となった。 
	 これは私見であり、もし的外れな指摘であったら申し訳ないのだが、宮本は気分により

パフォーマンスが左右されやすい。それは、自分のパフォーマンスがテーブルメンバーや

雰囲気など外的要因に左右されてしまうということであり、誤解を恐れずに言うなら能力

が他者に依存するディスカッサントであると言える。宮本の今後の課題として、自分が気

持ちよくディスできるような状況が勝手に出来上がるのを待つのではなく、自らが作り上

げていく姿勢が求められると感じる。試ジャッジではエキシビ想定に入るなど、高いポテ

ンシャルを持っていることは間違いないので、アッセンでは後悔のないディスをしてほし

い。 
 
 
全体へのコメント：ニーズって何なんだろうね？ 
以下は私見でありかつ、本テーブル参加者のみならずディス界全体に対する廣田の所感、

愚痴である。 
 
今回の春セミ期において、自分は満足な結論を出せたテーブルをほとんど見ていない。 

それどころか、良く練られたロジックや、それに対するクリティカルな反論を見ることも 
かなり稀であった。これは現役が下手だとかプレパしてないとか言っているわけではなく、

何か誤った風潮が蔓延っているせいだと感じている。 
そのうち非常に目立ったのが、「おかしいと思う点に対し、相手のニーズ、インテを尊重し

て追及を控える」という場面である。特にアーギュやニュープロに対しよく見られた。 
だがこの行為は、議論という行為の最終目的である結論（=take plan or notに関わる論と、 
それに加えられた批判的検証、両者の精度及び数）の質を下げるのみで、評価できる 
ものではない。実際に本テーブルも、勝のやりたいことを尊重しようという雰囲気の下、 



事前に勝のプロシの論理的妥当性が追及されることがなかったせいで中盤に差し掛かり 
混乱が発生、だれも勝のプロシを大幅に変更することに踏み切れず有効な結論が得られず 
に終わった。 
ディス界においてしばしば賛美される「傾聴力」という言葉の意味するところは、「他人

の言っていること、やりたいことを正確に理解し、妥当な批判的検証の足掛かりを作る力」

というものであるべきで、決して「その人のニーズやインテに従い、やりたいようにさせ

てあげる力」というものであるべきではない。なぜなら、ニーズを汲むという行為それ自

体に価値はないからだ。ディスカッションの持つ価値はすなわち結論の持つ価値であり、

つまりディスカッサントの価値（=評価）とは、結論への貢献に他ならない。つまり、ニー
ズ、インテを汲むことが評価されるのは、それが結論を批判的検証でもって研磨する上で

有効である場合のみである。 
では、どのような場合ニーズ、インテを汲むという行為が結論に結びつくのだろうか。

それは、議論のステークホルダーを納得させる手段・道具として利用することで、検証の

時間的猶予を生み出す時のみだ（と筆者は考える）。実際、論理の及ばぬ懐柔、慰撫、説得

を行うにあたって、ニーズやインテを汲むことはこの上ない武器となる。しかし逆に言え

ば、ニーズを汲んだ結果、本来必要でない（take plan or notに関係がない）ステップを踏
み、結論の質が落ちるということは本末転倒なのだ。 

 
 
まぁ長々書いたけど要するに、「ニーズの汲みかた、もう一度考えた方がいいんじゃな

い？」「いいディスってのはなあなあの馴れ合いじゃ生まれないよ」「批判的検証や意見の

衝突を恐れず、積極的に行うべきだよ」ってことです。 
アッセンでは、もう少し良い意味で批判精神に溢れたディスをみたいなと思います。 
 
東京大学 4年	 春の大セミナー2015	 副ジャッジ基準長	 廣田尭史（ぺーたー） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
総評（全体へのコメント）  
 
 
こんにちは。このテーブルの流れと順位選定理由はミッツとヒロが書いてくれたので、

CCの総評で言ったことに少し加えて、春セミ全体への総評とします。 
 
この春セミ期間みんなのディスカッション見ていてしばしば思ったことは、「本当にそれ

でランクとってうれしいの？」ってことです。 
シジャッジや小セミ、春セミにつれて順位争いが厳しくなるにつれて、明らかなゴネや

遅延行為、無視やディスカッション自体を否定するような反論が増えているように感じま

した。後輩に正しいことを教えてきたはずの先輩も、自分が間違ったディスカッションを

する。今回の春セミ中も、そんなテーブルに出くわしました。 
テーブルが終わった後、みんな何でこんなことしてるんだろうっていう顔になって、そ

ういうことをした人は怒られて帰っていく。 
	 これが君たちの目指していたランカーの姿なんでしょうか。こんな人がチェアパになっ

て喜んで参加する人はいるのでしょうか。 
 
	 週刊少年ジャンプに連載されていた「NARUTO」という漫画でうちはイタチ（ナルトの
ライバルのサスケの兄）という忍がこう言っていました。 
 
	 火影になった者”が皆から認められるんじゃない。“皆から認められた者”が火影

になるんだ。  
 
	 火影というのはナルトたちの世界で忍の里をまとめる長のことを言います。ディスカッ

ション界におけるランカーというのはこれにあたるのではないかと、最近思います。 
	 ディスカッションという競技はその形式上、みんなから時間を奪うだけ奪えば、奪われ

た人が評価されることはありません。相対的に奪った人が勝つことになります。 
	 しかしそんなふうにして勝って、本当に認められるのでしょうか。先輩にやられたから、

やった人がランカーになったから、だから自分も同じことをするのではたぶんこの忍界に

未来はないでしょう。（サスケを始末すると言った雷影に対してナルトもそう言っていまし

た。） 
	  
	 また春セミやアッセンはナルトの世界でいう「中忍試験」（各里から下忍の忍者たちが集

まり、競い合ってそのパフォーマンスを見せ、一つ上の中忍を目指す大規模な試験。）にあ

たるのではないかなと最近思います。 



忍界ではこれらの試験を通して C++（中忍）や D-（特別上忍）や D（上忍）というラン
クが、それぞれの忍に与えられ、それを持った者がみな火影（またはほかの四影）を目指

して努力していきます。そしてランク（忍の資格）は火影への道のりにある、途中評価で

あるのではないかと思うのです。 
だからこれで終わりではないのです。みんなはランクかけてディスカッションする時よ

り、そうでないときのほうが多いでしょう。 
 
通過点の１つとして評価を受けたこと、これに誇りを持ち、大切にすることはよいこと

です。でもそれに固執しないでください。 
 
ランクをとっておごるな、取れなかったことを理由にするな。  

 
ということです。ランクを取れても勉強して負けないように頑張って、ランク取れなくて

も大会に行って、後輩指導もして、ジャッジもしてください。まだまだ火影への道は続い

ています。 
 
	 火影の道は厳しいですが誰もが火影になることができます。ナルトだって 72巻までずっ
と下忍（C＋くらい）でした。それでも火影になったのです。それは彼が皆から認められ慕
われていたからです。 
けれど彼が有名だから、強いからではありません。彼は自分の行動で示し、努力で示し、

その真っ直ぐな言葉で示したのです。 
	 火の意志を持って、そのプライドを

もって戦っていってください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青山学院大学 4年 
春の大セミナー運営部門ムービー部局写真収集係 
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