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1.	 議論の流れ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当：小林 

 
	 議論全体の流れを、①Narrowing	 ②ASQ side ③NFCの 3つに分けて説明する。 
 
①Narrowing	 （65min） 
	 3人同時にナローを読み始めるという 2カンらしい勢いのあるスタート。そこで伊藤（立
教）から、「通常の taskである make situation better for J/N（以下、m/s/b）は、natural 
rightを侵害しているため不適切である。natural rightを保障するために、m/s/bから keep 
social order（以下、k/s/o）の taskに変えたい」というアーギュメント（いわゆるナローぶ
っこみ）が出される。一時慌ただしい雰囲気になりつつも時間制限付きで検証していくこ

とになり、参加者から「natural rightは何を保障するものなのか」「侵害している・してな
いの判断基準は何か」など多くの質問が出されるも、伊藤のアーギュの本質・意図がテー

ブルに浸透することはなかった。35分が経過した段階で豊島（WESA）から、「m/s/bが k/s/o
を包括していて、かつ伊藤がそのためのオピニオンシートを持っているのであれば、オピ

ニオンプレゼンター（以下、オピメ）が決まった後で再び議論しよう」という提案が出さ

れ、これが採択される。 
	 議論開始から 40分が経過したところでようやくオピメ決めに入り、馬場（獨協）と中元
（UT）を除く 7名がオピメに立候補した。k/s/oについて話すため医者不足をトピックとし
た伊藤以外は臓器移植のモデルオピシであり、「脳死患者は死亡・または生存していると考

えるか」「どのようなコンパリゾンアイデアがあるか」、といったオピメのコアを引き出す

定番の質問がされ、25分経ったところでオピメが豊島に決まった。 
 
②ASQ side	 （70min） 
 
・Cause: 日本政府が脳死患者に臓器提供を義務付けていない 
・Problem: 臓器数が不十分である 
・Harm: 患者が精神的苦痛を受ける（病死による恐怖） 
 
	 Problemを始める前に、伊藤から「自分のアイデア（k/s/o）を 4th criteriaとして組み込
むか否か、コンパリゾンの前に話させてほしい」との提案がされ、これが認められる。そ

の後は臓器移植でよく見られる質問が多数出された。また必要以上に他人を警戒していた

のか、goal や effect を聞く質問が多発するも、豊島がオピメとしての軸をしっかり持って
いたため、特にゴチャリなどの混乱はなく進んでいった。以下、後の議論にて影響があっ

たもののみ記載する。 
 



・真船（WESA）：	 臓器を「生死に関するもの」に絞った理由 
⇒オピメのコアが life > right なため。 
 
・馬場：	 TGの患者は ①臓器自体を欲しているのか  

②誰かが脳死になることを待ち望んでいるのか	 ⇒①臓器自体 
 
・真船：	 TGの選定理由（何故脳死患者も死に瀕しているのに救わないのか） 
⇒TGは死に瀕している	 +	 治る方法があるため 
 
・真船：	 オピメの中での「kill」の定義 
⇒浸透不足により川本（立教）がMandateで聞くよう流す 
 
③NFC	 （45min） 
	 NFCでは計 4名からアーギュが出された（全て warrantに対するもの）。 
 
・岩崎（明治）：	 国民間で不平等な機会配分を行うため make situation worseになる 
・中元：	 権利の剥奪は違憲行為である 
・馬場：	 TGである患者の「臓器を待っている」という状況は変わる 
・真船：	 脳死患者は回復する可能性がある 
 
全アーギュのアウトラインを確認後、残り 30分となったためどの順番で検証するか・どの
ような結論を得るか、など様々な方法論が出される。豊島のカンファメーションにより情

報整理がされ、最終的に多数決によって岩崎（AGU）の出した「真船と川本の複合案（SQ
と APAどちらの時系列かを確認後、そのアーギュでどのような結論を得るか）」、が採択さ
れた。 
	 まず岩崎（明治）のアーギュ検証から始まる。伊藤と岩崎（AGU）の質問により、岩崎
（明治）の意図が、「データ（不平等な機会配分を行う）のコンセンサスを得た後に、患者

のみならず脳死患者も TGにしたい」という change TGであることが引き出される。しか
し、コンセ獲得後に岩崎（AGU）から「オピメのコアである Patient > Brain Dead と逆
の価値観を持つのであれば、一旦オピメに従ってコンパリで話そう」という提案が出され、

岩崎（明治）がこれを受け入れる。 
	 中元と馬場のアーギュに関しては、双方がコアの時系列がAPAであることを認めたため、
ほとんど議論されずに前者は自身で棄却、後者は豊島に流されて終わった。 
	 残り 10 分ほどで真船のアーギュ検証に移る。真船の主張は、「脳死患者の意識が回復す
る可能性があるため、これを殺すことはオピメのコアに反する」と言う内容であった。だ

が、プレゼンに焦りが現れていたためかあまり浸透せず、質問の途中で時間切れとなった。 



2.	 振り返った時に言いたいこと	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担当：
小林 

 
	 全体に向けて主に 2点言いたい。 
①コンクル意識の欠如 ②アーギュメントについて である。 
 
①コンクル意識の欠如 
	 我々がディスカッションをする目的は何か。それは、「3時間という限られた時間の中で、
数々のアイデアを検証し、全員の合意の結晶である結論を出すこと」ではないかと考える。

今回のテーブルのみならず、この春の大セミナーや試ジャッジ期において、「結論を出す」

という目的を持っていた人がどれだけいたのか計 16 回ジャッジをしていて疑問に思った。
今回そのように思えた理由の 1つが、ASQ sideにて出された多くの Qである。70分も費
やして後の議論に使われたものがたった 4 つ程で、それ以外は使われずにはっきり言って
無駄な時間となってしまった。今回このテーブルに必要だったのは、Narrowing で 1 時間
近く費やした段階で、通常通りに進めていてはコンクルを取れないことを察知し、速やか

なタイムマネージメントの共有とそれを叶えるためのハンドリングをする者の存在である

と考える。2 カンテーブルに入る実力がある者たちだからこそ、「タイマネ・コンクル意識
を強く持つこと」「自身の Qの必要性や効果」を考えてみてほしい（特に次の大会であるア
ッセンブリーは、システム上 1 位しか上に行けないためコンクル意識がより薄くなること
が予想される。ディスにおけるコンクルの重要性を理解し、どのようなディスをすれば良

いコンクルを取りつつ上位に食い込めるか、各々考えて行動してくれることを願う）。 
 
②アーギュメントについて 
	 今回は計 5つのアーギュ（伊藤、岩崎（明治）、中元、馬場、真船）が出されたが、どれ
も深く検証（論に対し質問と反論を受け付けること）はされることはなく終わった。それ

ぞれの理由としては、時系列の違い（NFCなのに pracaやコンパリのことを述べている）、
浸透不足（natural rightとは何か、オピメのコアって？）が挙げられる。結論から述べる
と、「検証されないアーギュは価値を持たない」ということを考えてほしい。何故なら、「検

証されない」ということは、「へー、君はそんなこと考えているのね」という価値観の共有

に終わってしまい、テーブルに対して何も影響を与えられないからである。たとえその意

見が切られてしまっても、検証を通じてその論に対する是非の解を得ただけでも、議論に

影響を与えたことになるのではないか。以上を踏まえて、アーギュをする際に考えてほし

いのは、「最低限の定義付け」「必要性（議論への影響）」である。1つずつ話していこう。 
	 「定義付け」、というのは単順にアーギュに vague wordがあるなら、他人に理解させる
ためにそれを定義づけようという事だ。特に顕著だったのが、伊藤の k/s/o・natural right



という wordである。他者のイメージ化のために「臓器移植は自然権を侵害しているが、医
者不足は違う」といった例を出すことは確かに効果的だが、ラフな理解浸透の前に「第 3
者視点で絶対的に判断できる定義」を提示すべきであったと考える。また、「侵害している・

してないの判断基準は何か」という清水の質問に対し、「自然権を剥奪しているか否かだ」

と答えていた場面があったが、「侵害する = invade」「剥奪する = deprive」という似た単
語の回答では清水の疑問に答えられていなかったと考える（俗に言うトートロジー）。アイ

デアの浸透が上手く行かないと、参加者の思考として「うーん…なんかよく分からないけ
ど、話してもつまらなそうだから早く次行こう」 = 流しにかかる可能性がある。今回のテ
ーブルを参考に、どのようなワードチョイス・定義付け・プレゼンなら素早く検証に移れ

るか、各々考えてほしい。また、他のパンツは浸透しなかったアーギュを流す・乗る・乗

って切るために、どのような質問・カンファメが定義や意図を引き出すに最適だったかを

考えるように。個人的には、上記の判断基準の質問や、「もし自然権を剥奪したら/しなかっ
たらどうなるのか」というエフェクトカンファメの質問が効果的ではないかと考える。 
次に、「必要性（議論への影響）」だ。「何故通常プロソルではなく、task変更をしてまで

も k/s/oについて話さなくてはならないのか」「何故 roomの存在自体は認めるのに、オピメ
のコアに反していたら not touchなのか」、というアーギュを話すことの必要性がなければ、
今検証するだけ無駄なので流されてしまう（例えばエリア違いのアーギュや、コンパリ前

で add criteriaについて話そう、など）。流されないために、「何故ここで話す必要があるの
か」を考えてアーギュをしてほしい。しかし、普段我々が使っている Problem Solvency 
Formatは、構造が論理的によくできており（「完璧に」とは断言しない。もし PDDないし
プロソルを壊したいと思っているのなら、是非挑戦してみてほしい）、それぞれエリアごと

の適切な役割がある/オピメが崩壊していない限り切るのがほぼ不可能なため、アーギュを
することが難しいと考える。その必要性を考えるうえで重要なのが、「議論への影響」だ。

真船のアーギュを例に取ろう。「オピメは病気で死にそうな人を救いたいというコアを持っ

ているなら、同じ病気で死にそう（回復する可能性のある）な脳死患者を殺すことはコア

に反する、だから touch すべきでない」というものだった。この場合、単に「コアに反し
ているから stop discussion」ではなく、「オピメのコアに乗っ取った上で、患者と脳死患者
のどちらを救うべきか TGコンパリをしよう。それによって出された方向性を基に TGを再
設定しよう/今日のコンクルにしよう」という繋げ方も可能であった（もちろん「その議論
はコンパリでやろう」「患者と脳死患者の違いを提示さえすれば済む」などの流しも想定さ

れるので、それらの反駁方法は各々考えること。だが今回 NFCに到達して即座にこのよう
な案を出せば、1つのコンパリロジックに約 30分費やせたため、何かしらのコンクルを得
る可能性があった、ということを付随しておく）。このように、ただ単に goalを「stop dis」
と書くのではなく、この論を持ってどのような影響があるのか・そのために何をするのか、

という議論への影響を考えつつアーギュをしてほしい（伊藤や岩崎のように）。先程アーギ

ュは難しいと述べたが、だからこそ考え甲斐があって楽しいのではないか。話し方だけで



なく内容を考えるための思考を鍛えるためにも、是非アーギュに挑戦してもらいたい。 
（※伊藤のナローぶっこみについては変則的なため簡潔に述べると、①ナローとはディス

のルールを決めるためのもの = 積極的安楽死などの全医療問題に関わる問題であるとい
う理由付け、②m/s/b for J/N = 功利主義 において、何故自然権の保証がされないのか・保
証がされないとして何故問題なのか（権利の侵害を単なる DA として取り扱えないのか）、
などの深い理由付けが要求される。今回は自身の口から、「m/s/b が k/s/o を包括している」
と説明していたので、何故 k/s/oに焦点を絞って話さなければならないのかという理由、及
び上記の DA ではない理由付けが不足していたように感じた。今回岩崎（AGU）の「伊藤
のアイデア検証に時間制限を設けよう」という提案に対し、川本が「ナローへのオブジェ

クションなのに何故制限時間を設けるのか」と批判的な姿勢を見せていたが、①ルール決

めであるナローに丸々3 時間を費やすリスク ②（結果論ではあるが）中身が詰まっていな
かった（伝えきれなかった）アイデアに時間を割くことのテーブルへの利益 を考えると、
岩崎の提案は妥当なものだったのではないかと考える。伊藤は単に 4th criteriaの追加では
なく、本気で taskないしプロソルを変えたいと考えているならより一層詰めておくように） 

 
 

3.	 個人評価と理由	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 担
当：宮澤 
 
1位	 豊島	 (早稲田)	 2カン 
＜順位付けの理由＞ 
オピニオンプレゼンターとしての Answer の的確さや介入の判断（自身が答えれば話が

すぐ終わると判断したこと）に加え、メンバーのアイデアがどういうものか/それをどう話
していくかをテーブル内に浸透させていた。「テーブルのための介入」を最も行っていた豊

島は、議論を進める上で必要不可欠な存在だったと判断し、1位とした。今後は話し方の提
示に留まらず、実際に話せるだけのタイマネを意識することと、進度だけでなく深度の面

も磨いてほしい。 
 
2位	 真船	 (早稲田)	 2カン 
＜順位付けの理由＞ 
テーブル内で比較的コンクル意識を強く持っていた点と、コンスタントな介入による議

論への貢献を評価した。ただし後半になるにつれ、疲れからか焦って自分 1 人で話を収束
させることができなくなっていた点、提示したアイデアが検証されずに終わってしまった

点から 2 位とした。今後は安定したプレゼンと、自身のアイデアをいかにコンクルに結び
付けるかを考えてほしい。 



 
 
3位	 岩崎 (青学)	 2カン 
＜順位付けの理由＞ 
自身のアイデア提示は無かったものの、コンクルを得るためのサジェスチョンをテーブ

ルに浸透させた点と中盤以降の介入量を評価した。しかし、そのサジェスチョンも他者の

サポートを以て浸透させたといっても過言ではないので、今後はコンスタントな介入によ

るオーソリティの構築と、自身の力で議論を前に進める力を養ってほしい。 
 
4位	 馬場 (獨協)	 2カン 
＜順位付けの理由＞ 
親しみやすい雰囲気と簡潔で分かりやすいプレゼンによって、前半においてトリーター

として活躍していた為その点を評価した。しかし後半になるにつれ介入量が減り、提示し

たアイデアも十分な検証がなされなかった。3時間続けて貢献できるだけの集中力を養って
ほしい。今後獨協大学 2年生のエースとして、師匠に「まさる」活躍を期待している 
（ここだけ小林担当）。 

 
5位	 岩崎 (明治) 
＜順位付けの理由＞ 
アーギュメントを提示し検証に持って行ったものの、自身の意見の提示に留まり他者の

話への介入がほぼ無かった。またアーギュに関しても自身のコアと思われる warrant にて
簡単に流しを承諾してしまい、change TGの Sについて深く話さないまま終わってしまっ
て本当によかったのか疑問だった。今後は介入のスピード、量を増やし、テーブルを前に

進める点においても活躍できるようになってほしい。 
 
6位	 伊藤	 (立教) 
＜順位付けの理由＞ 

narrowへのアーギュメントを通し議論を盛り上げる役を担っていたが、アイデアの先が
不明確であるが故に議論を停滞させる原因となってしまった。かつ、他人の話に対する介

入が少なかったため 6 位とした。アイデア自体は非常に独創的で興味深い物だったので、
今後はそれをどのように PDD上で話していくべきか再度考えてほしい。 
 
7位	 川本	 (立教) 
＜順位付けの理由＞ 
積極的に他者の話へ介入していたが、実際に議論に貢献できたものはわずかであった。

ASQ での真船の Q を nece 切りしたのであれば、他の質問も同様に行っていればその分残



りの議論に時間を費やせたのではないか。個人の視点だけでなく、テーブル全体として考

えたときに、何が必要とされているのかを考えてみてほしい。 
8位	 清水 (青学) 
＜順位付けの理由＞ 
論点整理の能力は光るものがあったが、その多くは既出のものでありプレゼンも長かっ

たため他者からの警戒を生んでいた。自分で自分の話をきちんと終わらせようとしており、

かつ一部の質問は質が高かったと感じたので、介入スピードの向上と他人とは異なる視点

での指摘、簡潔なプレゼンを心がけるようにしてほしい。 
9位	 中元 (UT) 
＜順位付けの理由＞ 
自分の論点も他人の話への介入もバランスよくできていたが結果としてテーブルに残っ

た話が少なかった。鋭い視点は持っていると感じたため、それをテーブルに浸透させるた

めには何が必要なのか今一度考えてみて欲しい。 
 
 

4.	 ジャッジからのメッセージ  
＜みやちか＞ 
どのメンバーも、それまでに 12時間議論していたとは思えないほど活発に発言していまし
た。さらにただ発言するだけでなく、お互いの意見を聞こうとする姿勢を最後まで保てて

いた点は 3年を含めた他のディスカッサントも見習ってほしいです。 
一方結論意識は驚くほど皆無だったので、その点は勿体無かったです。 
口頭の通り非常に僅差での順位決定だったので、ランクをとった人は慢心せず、とれなか

った人はその悔しさを忘れずに Assemblyに臨んでください。 
みんなの活躍とっても楽しみにしています！ 
 
＜たくろー＞ 
	 春セミお疲れ様でした！2年前自分がいたテーブルで、みんなが楽しそうかつ真剣に議論
している姿を見る事が出来て、ジャッジやってよかったと思えました！ありがとう。総評

で偉そうに色々書いているけど、今後のみんなの成長に繋がる事が出来たら幸いです。 
	 春セミで満足のいく結果を出す事が出来た人たちは、本当におめでとう。その結果はみ

んながこれまで頑張ってきた努力の証です。自分を褒めつつ、これからも高みを目指して

頑張ってください！ 
	 逆に満足いく結果を出せなかった人、これからどうしていくかが大事です。僕も春セミ

は 2 年連続、それも毎回ギリギリのところで自分に負けて悔しい思いをしました。悔しい
ままで終わってしまうか、それとも這い上がるかは君たち次第です。この失敗を糧にして、



次の目標に向かって全力で頑張ってくれることを望みます。本気でやれば誰だってできる

よ！応援しています！！各自リフレとか疑問点があったら連絡ください、相談も乗るよ！ 
※ジャッジの連絡先は Facebookないし、青学 or 明治の知り合いから聞いてください！ 


