
春セミ 5th C+テーブル総評 
 
【テーブル参加者と順位】 
１位	 原（立教３） 
２位	 齋藤（明治３） 
３位	 新谷（青学２） 
４位	 黒沼（東北３） 
５位	 郷（慶応３） 
６位	 江藤（聖心３） 
７位	 諸星（東女３） 
８位	 藤田（高経３） 
９位	 大江（上智２） 
 
【テーブルの流れ】 
黒沼のナローイングから始まり、斉藤・郷・江藤・諸星・原・黒沼が OP 立候補したが、

投票により原が OP となった。SQ では各々のアイディアに基づいたストラテ Q（に見え
るもの）や、Harm 及び AD の定義に関する質問が各パンツからなされた。この際、AD
の定義などに関しては時おり混乱が見られたものの、原の OP としての柔軟な対応や齋藤
の的確な発言によって収束した。 

 
NFC では原の「インテを聞いて適切なエリアで話そう」というプロシージャーに則り、

大江・藤田が意見を提示した。大江の「ドナー家族が医者を訴えることができるために

×NFC」というアイディアは、SQ の話か AP の話かなど浸透に時間がかかったものの、
「コンセを取れれば Workability で話す」とした大江の言うとおりにデータのコンセンサ
スを取り収束した。 
続く藤田のアイディアは「SQ においても臓器の数は増え続けているため SQ と APA に

UQがなく×NFC」といったもので、藤田が NFC Cutとして話すことを選び検証が始まっ
た。新谷の「APA では OP の PLAN によりさらに臓器が増加することが見込まれ、UQ
がある」というダウトや齋藤・黒沼の C により「何か問題が起きれば後で話す」というこ
とに決まり終了した。 
 
続く APA では、Mandate 理解のために Q が飛び交うなど多少混乱したが原の回答や S

により収束した。Solution では原や黒沼によりエリアタスクが確認された上で NFC と同
じく「インテを汲んだエリアで話す」プロシで進むこととなった。 
しかし郷の「自己決定権を侵害する＝憲法に違反する Mandate であるため実行性がな

い」としたアーギュメントで混乱が生じた。まず「憲法違反はどんなときでも認められな

い」とした郷に対し齋藤は SQ におけるグロテスクな表現への報道規制（＝表現の自由の

侵害）の存在から反論を試みたが、郷は「その事例は公共の福祉を守るためである」とさ

らに反論を行った。そこで黒沼は「そうした憲法違反の話をどこでしたいのか」を郷に確

認し、原や齋藤からも方法論の提示がなされるも最終的には郷自ら「コンパリの Criteria
のひとつとして話す」という方法を提示した。実際に Criteria を加えるかはコンパリの前
に話し合うことになったものの、これにより郷のアーギュメントは収束した。 
続いて江藤の「日本国民の政府に反対する権利を奪うことは政府が強くなりすぎるため

実行性がない」としたアーギュメントでも混乱が生じた。アイディアの理解も時間がかか

り、江藤の「コンセでもいいがタスクに攻撃してるかもしれない」としたスタンスの曖昧

さから対処に時間がかかったと言える。プラカでは話せないとされたためコンセを取る方

向で話し合いが進んだものの、今度は「どういったコンセを取りたいのか」という点に関

して各々が質問を投げあい、最終的に江藤が取りたいコンセに対してダウトを持つ者がい



たために「今は unclearにしてコンパリで話そう」と結論づけられた。 
 
次に Workability における大江の反論は NFC でのアイディアに基づく「訴えられた医

者が辞めていくために医者不足となり、臓器移植の数が増えない」といったものであった。

齋藤のトリートにより、その目的 Spike PLAN であることや医者が減るのは some である
ことが引き出され、タスクに攻撃していないこと・OP である原が Spike を受け入れなか
ったために DAとして話されることに落ち着いた。 
最後に諸星による「臓器の数は増えても患者に適合するものは非常に少ない」としたア

ーギュメントは、「小さくても AD が確認できるならコンパリで話そう」とされ、Talk 
Laterとなった。 
 

DA エリアにおいては、諸星・大江・黒沼・郷・新谷がアイディアを提示したが、「将
来ドナーになることを恐れる日本国民」を TG とした諸星が DA プレゼンターとなり、ス
ムーズに立論に至った。 
コンパリにおいて、先ほどの郷の言った Criteria を加えるかどうかは、「郷の意見は

DA>AD を証明するためのものであるから AD>DA ロジックが立論されてから話そう」と
した原の Sが通り、そのまま原のロジック検証に移った。 
原のロジックは「AD は Emergency であるが DA はそうでないため AD>DA」というもの
であった。Emergency という言葉の定義や、そこから派生した新谷の逆の Priority アイ
ディアなどで混乱が生じたが、齋藤の「論点を分けて一つずつ検証しよう」という S・江
藤の Cにより一段落した。 
次に論点となったのは、原が Reason for Warrant として示した「実際の政府が災害時

などに緊急性の高い患者を優先して助ける『トリアージ』というシステムを採用している」

というものであった。これに対して、「両方を助けられる状況で助ける順番を決めるトリ

アージのシステムを、どちらか一方を助けることを決めるコンパリに適用できるのか」と

いう新谷のダウトがかけられ、原のリフュートや各パンツの Q で混沌とした状態になった
ところで時間切れとなった。 
 
【全体リフレ】 
このテーブルの良かった点は、全員が何かしらの発言を行い、積極的に意見を提示して全

員で議論を作ろうという姿勢が見られたことである。ここからは、それに加えてより良い

ディスカッションをするためにジャッジの思う改善点を述べていく。 
�理解度の統一が不足していたこと 
	 郷の違憲に関するアーギュメントや江藤の「反対する権利」、そしてコンパリにおける

検証の際に特に目についた。つまり議論を理解している数人だけで話が進み、お互いの意

見を表明することに夢中になって他のテーブルメンバーが置き去りになっている状態であ

る。ぶっちゃけ所々ジャッジにもわからんかった。 
	 確かに春セミという点数のつく大会では特に難しいことであるが、全員で議論するため

にはテーブルの理解を統一しなければならない。そうした「いいディスカッション」視点

ではもちろん、介入量が求められる「勝つためのディスカッション」視点でも Q や C で
の介入を行えるといった意味で「みんなが理解していない状態」というのは絶好の機会で

ある。わかっている側にとってもそうした介入をされることは相対的に自分の点数が下が

ることにつながる。そうであれば、わかっている者は浸透しやすいプレゼンを心がけ、わ

かっていない者も積極的に理解を統一するための発言を行うことが重要になると言えるだ

ろう。 
 
�アイディアの落とし所やそのためのプロセスを決めておくこと 
落とし所とは「最終的にどこでどのように話すか」、そのためのプロセスとは「落とし



所のエリアにたどりつくまでに各エリアで何をしておくか」のことである。例えば、「最

終的に DA プレゼンターになって DA>AD を立論する」という落とし所を設定した上で、
「ASQ で必要なコンセを取り、NFC や Solution で反論することで自分の DA の存在感を
大きくする」というプロセスを決めておく。こうすれば各エリアでの Q や反論のインテを
スムーズに示すことができるし、混乱を引き起こさずに最小限の時間で進むことができる

だろう。 
今回のテーブルでは各人がアイディアを出すものの、どこで話したいのか、またどうい

ったコンセを取りたいのかを理解するために時間がかかってしまったのが残念だった。ア

イディアを出す側としてはそうした部分を自分の中で明確にしておき、スムーズにやりた

いことができるようにしておこう。このためには、自分で考えてみることはもちろん、自

分のアイディアがどのようにトリートされたかを覚えておいたり、先輩や友達と話し合っ

てアイディアを詰めておくのが有効だと思われるのでぜひやってみて欲しい。 
 
�Criteriaを加えるという行為について 
郷のアーギュメントしかり、この春セミ期間を通して「コンパリに新しい Criteria を加

える」という S が散見されたように思う。しかし、ジャッジから見ていると果たしてみん
ながその意味を理解しているのかを疑わざるをえなかった。 
もちろんディスに対する考え方は様々なものがあってしかるべきだが、ここに筆者の考

える「Criteriaを加える」ことの必要条件を二つ記しておきたい。 
 
（１）その CriteriaがM/S/Bにつながると証明すること 
コンパリにおいて話すのは T/P によって M/S/B が実現できるかどうかという点であり、
それに基づいて TG・QL・QT の 3Criteria の観点から議論している。これら三つの
CriteriaはM/S/Bにつながっていると暗黙の了解ができあがっているためである。 
（�ここに関しても議論の余地があるかもしれないし、特に TG コンパリは M/S/B につな
げるためなのか政府のその他の判断基準なのかは解釈が割れるところであるが、混乱を避

けるためにこれらの CriteriaがM/S/Bにつながっているという前提で話を進める。） 
そこに新しい Criteria を加えるには、その Criteria が M/S/B につながると証明する必

要がある。もちろん Criteria を加えるときにはそこを検証せずに、その Criteria に基づく
ロジックの RSN for Warrant などで M/S/B につながっていると証明する方法もあるが、
どちらにせよそうした「M/S/B につながる」という証明は必要になるため、どのように証
明を行うのか考えておく必要があるだろう。 
 
（２）既存の 3Criteriaでは話すことのできない議論であること 
言うまでもなく、既存の TG・QL・QT の範囲内で話すことのできるアイディアであれば
新しい Criteria を加える必要はない。さらに、筆者は違憲や医療発展などのアイディアは
TG コンパリを通して議論できると考えている。例えば、「AD の TG を助けることは違憲
につながり、DA の TG を助けることは違憲でないため DA>AD」という TG コンパリの
ロジックで違憲について話すのと、わざわざ「憲法」という新たな Criteria を加えて議論
することで何か違いがあるのだろうか。 

 
以上のように、Criteria を追加しようとするならば「その Criteria がどのように M/S/B

につながるのか」そして「既存の Criteria との違いは何か」などを考えた上で提案して欲
しい。 
 
�Practicabilityでのアーギュメントについて 
まず初めに述べておくと、筆者は Practicability の Task は「技術などの物理的な側面

からその政策を実行できるか確認する」ことだと考えている。例えば、「一度付ければ病



気が完治し、一切副作用の無い人工臓器を作る」といった政策は現在の技術では不可能だ

ろう。物理的にその政策の言う状況を実現することができないのである。この場合にはそ

の政策の実行性は成立しないと言える。 
しかし単純に「倫理に反する」であるとか「憲法に反する」といったアーギュメントは

この Task に攻撃していないと考えられる。いくら倫理や憲法に反していても物理的に可
能である限りはそのMandateの実行性が認められるからである。 
	 ではこうしたアイディアをどのようにディスカッションに落とせばよいのか。一つの方

法はコンパリでの Decision Criteria である。というのも、これらのアイディアの本質は
「政策実行後に起こる倫理や憲法に反するという問題が大きすぎるために政策を実行でき

ない」といったものであり、言ってしまえば一つの DA>AD アイディアとその重要性を主
張したものである。そうであるならばこうしたアイディアをコンパリでの DA>AD ロジッ
クとして立論し、その上でこの Priority が最も重要（=Decision Criteria）であることを
証明すればよい。 
もちろんその際に「なぜ倫理、もしくは憲法に反することなどが M/S/B に反するのか」ま
た「なぜそれらが政策実行の判断基準として最重要（=Decision Criteria）なのか」を説明
できるようにしておく必要があるが、それこそ各人のアイディアの見せ所だと言えるだろ

う。  



【個人総評】 
１位	 原（立教３） 
オピニオンプレゼンターとして自身の意見を提示し続けたことや、的確な C や S によって
混乱した場面を収束に導いたことを評価した。特に C の質は非常に高く、議論をまとめた
上で理解を統一させる優れた力を感じた。ただし、議論が白熱した際は介入量が少なくな

ったり、C の数が減ってしまったのは残念に感じた。これからは議論が白熱した際にこそ
質の高い Cを活かし、アッセンに向けてより技術を伸ばしていって欲しい。 
 
２位	 齋藤（明治３） 
このテーブル内で誰よりも早く混乱の原因や予兆を見抜き、それらを解消・または未然に

防ぐ質の高い QC を行ったこと、そして常に冷静に場面に応じた S を提示したことを評価
した。こうした質の高い発言は彼の能力の高さを感じさせ、より上位のテーブルにいてし

かるべきだと信じるに足るものであった。一位との差は、あくまで他人の発言のトリート

などに留まり自身のアイディアによる貢献がなかったことである。上位テーブルを目指す

ためにはそうしたアイディア提示は重要なものであるため、今後もその優れたトリート能

力を伸ばしつつ自分なりのアイディアを作り上げて欲しい。 
 
３位	 新谷（青学２） 
積極的に QC や S を行い、またダウトによって議論を深めたことを評価した。基礎的な部
分が固まっているほか、頭の回転も速くこれからの伸びしろを感じる。ただし、ミクロな

部分を突くダウトゆえに議論の本質的な部分からやや外れることがあり(APA において臓
器移植を受けられる患者人数の算出方法についてなど)、またダウトから S につなげる回数
も少なかったのが惜しく感られた。これからは一層「そこを変えないとどうなるのか」な

どダウトの Effectを考え、的確な Sにつなげられるように心がけて欲しい。 
 
４位	 黒沼（東北３） 
前半の介入は限定的であったが、議論が白熱した際などに発言者の意図を理解するための

Q や論点の整理、また議論を落ち着かせるための発言を行っていたことを評価した。そう

した発言内容の質はそこまで悪くないものの、介入方法が唐突であったりプレゼンに焦り

が見られたことからテーブルに浸透しづらかったことが残念である。今後はそうしたプレ

ゼンやマイルドな介入方法を学び、また東北大学ディスセクを牽引する存在として努力を

続けて欲しい。 
 
 
 
 
５位	 郷（慶応３） 
	 積極的に自身のアイディアを展開したほか、他人の発言に対しても Q で介入を行ってい
たためこの順位とした。言葉の解釈を確認して誤解が起こるのを回避していたこと、自身

のアーギュメントに対する反論への反論などは彼のポテンシャルの高さを伺わせた。改善

点は介入量が上位と比べると限定的なものに留まったこと、アーギュメントの説明などが

やや伝わりづらく混乱を引き起こしてしまったことである。これからも自身のアイディア

を磨くとともにプレゼン能力のさらなる向上を目指して欲しい 
 
６位	 江藤（聖心３） 
	 自身のアイディアの展開、そして時折見せる優れた C を評価した。数名が空中戦をして
いる中でも他人の口プレをチャートに落とすなどテーブルの理解に貢献したことは好感が

持てた。改善点としては、アーギュメントを出す際にしっかりと Goal を定めておくこと、



取りたいコンセをしっかりと説明・納得させられるようにすることである。こうしたプレ

パは誰かと話し合いながらやると効果的なので、先輩や同期とともにやってみて欲しい。 
 
７位	 諸星（東女３） 
	 介入は限定的であったが、DA プレゼンターとしてコンパリ以降の議論の土台作りに貢
献していた。また、某キャラクターを描いた先輩譲りのチャートによりアトモス作りに大

きく活躍し、味方を増やしていたことが DA プレゼンターとなれた要因の一つとも言える。
これからもそのアトモスを活かし、積極的に C や S に挑戦してみんなが発言しやすいテー
ブル作りに貢献していって欲しい。 
 
８位	 藤田（高経３） 
	 前半は積極的に Q を行っており、自身のアイディアも展開したが他人のアイディアに対
する介入が非常に少なかったためこの順位とした。プレゼンも分かりやすく、アイディア

の布石になりそうなユニークな Q をしていたため、他人の発言による混乱を C して解消
するなどで自分のアイディアを展開できる時間を増やせばより活躍できるのではないかと

感じた。大学のロケーション的にも苦労することが多いと思うがこれからも積極的に大会

に参加してそのスキルを伸ばして欲しい。 
 
９位	 大江（上智２） 
	 自分のアイディア展開とその布石となる Q は行ったが、その他の介入が非常に限定的で
あったためこの順位とした。３年の多いテーブルでやりにくい面もあったと思うが、自分

なりのユニークなアイディアを展開したのは評価できる。今後は３年のやっていたトリー

ト方法やハンドリング技術を参考にして自分のそうした能力も伸ばしていって欲しい。 
 
【最後に】 
	 長々と書きましたが、最初にも書いた通りにみんながアイディアを出し合っているこの

テーブルは見ていて楽しかったです！今回の春セミで感じたことや得られたものを忘れず

に、これからのアッセン・エデュケなどもがんばってください！ 
何か質問あれば適当にその辺の四年生に LINE の ID 聞くなりなんなりでお気軽にどうぞ
ー。 
WESA(4)	 兼子（ウィリアム） 
 
それでは、ここから初めて村瀬が書きます。笑	  
感想はウィリアムと同じく、みんながアイディアを出し合っていたので見ていて楽しかっ

たです！そして、5th でも諦めず、丁寧にディスカッションをしようとする姿勢がなによ
りも良かったです！ 
この	 ”諦めない姿勢”	 を春セミで終わらせず、アッセンまで貫いて欲しいと思います。
ここで踏ん張れるかどうかが大きな差になるよ！ 
ここにいる人はもっともっと上に行けるだけの力を持っていると感じたのでこれを書きま

した。 
頑張ってください！応援しています！なにかあれば LINEするなりしてください。 
明治(4)	 村瀬（くりす） 
 
 
 
 


