
総評（※長いけど頑張って色々書いたので頑張って読んでね） 
メンバー 
後藤田（立教 3） 
工藤（WESA2） 
柴（フェリス 2） 
橋本（明治 3） 
森山（AGU2） 
林（上智 2） 
柴田（日大 3） 
神田（武蔵 2） 
湯浅（立教 2） 
 
＜大まかな流れ＞ 
モデルオピシ上で各々が考えてきたアーギュを出し、主にオプレがタスク流しで締めた。

出たアーギュとそれに対する返しの数は評価するが、そのままいけば切れるはずなのに反

論が図解だったり口プレだったりと曖昧なせいで、アーギュメンターの口プレで流されて

しまうケースが多々見られた。また、そのせいかテーブル全体が苛々しだして、話を深く

聞かずにとりあえず終わらせようとする局面も見られた。Solution 検証中にディスカッシ
ョン終了。 
 
＜ナロウから ASQまで＞ 
	 後藤田（立教 3）のナロウから始まり、順調にオプレ決め。各々コンパリアイディアを持
っていることをアピールした後、後藤田のモデルオピシが投票で選ばれる。何が AD 足り
うるのか、といった Q を中心に介入があり、後藤田がしっかり答えて終わらせている。先
の読めない Qにはメンバーの誰かがゴールを聞くといった姿勢も一貫しており、ASQは 40
分で終了という良いペース。 
	 ただこの後 6 個もアーギュが登場することを考えれば、もっと明確なストラテとしての
発言があってもよかったのではないかと個人的に思う。 
 
＜NFCにて工藤、柴田のアーギュ＞ 

NFC に入り、Warrant で工藤（WESA2）と柴田（日大 3）が反論を出すも、工藤は柴
（フェリス 2）のインテを聞きだすプロシに乗って Dataのコンセのみで同意。脳死を避け
る方法があることをエビデンスを使って説明しようとするが浸透せず、森山（AGU2）や柴
田の Q 等があって初めてエビデンスの意味が引き出され、無事に DA 用のコンセとなり終
わる。工藤のエビは Harm のどの状況に当てはまるのかが分かりにくいので、そこを説明
する必要があった。また、今回に限っては後のことを考えると DAと言わずに PLAN サイ



ドで話しますと広域設定をすべきだった。 
 
柴田の反論に移り、ロジックの説明が始まる。TG の患者は手術後も別の理由で S/M に

なるというアイディア。説明が終わった瞬間柴、橋本（明治 3）、森山といった複数名が半
ばかぶせ合う勢いで流す前段階の Q やダウトを打つ。後藤田がそれらの流れを切って S/M
の内容が違うからと DA に流すと、柴田は AD>DA の可能性を確認していないから今コン
パリしようと提案。後藤田が AD を取ってからしかコンパリすべきでないと説明すると、
柴田は同意しつつも別の話を提案。しかしその意図が浸透せず、テーブルの空気によって

強制的に終わりかけた時、橋本がとりあえず聞こうとカンファメを入れる。柴田が TGにと
って臓器移植が良いかどうか議論したいと考えていることがそこそこ浸透するが、結局 DA
に流されて終わる。 
	 流す前段階の Q がかぶせられ過ぎである。後藤田でなくとも前に発言していた 3 人な

ら誰でも流せたはず。それが出来なかったのは出し方が Q に留まっていたのもあるし、か
ぶせ発言があった時にそれを許容してしまったのもある。自分の Q を理解するため以外の
Q は全て後で聞けと言ってとにかくアーギュメンターに答えさせ、なおかつ Q の時点で流
す等の effectを出しておき、答えた直後に流せるようにしておくべきだ。 
そして柴田は NFCの意味について再考すべきである。Harmがあるなら Solが立つ可能

性があるし、だったらコンパリして AD>DAの可能性がある（もちろん DA≧ADの可能性
もある）から次へ進めるのだ。例えば柴田に好きな子ができたとして、好きな子がいるな

ら後々柴田がその子に告白する可能性は否めないし、その告白によって付き合うことがで

きる可能性も 0とは言い切れないことと類似している。NFCでどうしてもコンパリもしく
は AD>DAの可能性が皆無だと証明したければ、ASQの時点でそれをすべきである。スト
ラテを打ちまくって「AD>SQにある潜在的な DA要素」という図式をオプレに認めさせれ
ばできなくはないと思う。 
メンバーは柴田のアイディアについて途中から執拗に流すことだけを強調する姿勢を見

せたが、そういう空気はわりと自分に返ってくるし、相手が何に対して引っかかりを持っ

ているのか、その部分を解消するのが一番早道なのに自ら足を踏み外していることになる。

今回は橋本が話を聞こうという流れを生み出したからこそ何とかなったと考えたほうが良

い。 
 
＜PLANサイドに移り、橋本の×プラカ＞ 
プラカで 4 つ反論が出て、後藤田が流そうとプロシを引くも全員その場で議論を選択。

橋本のレジティマシーのアイディアは APAで不平等状態が生まれるというもの。神田（武
蔵 2）が SQも不平等だとエクセプションを出すも橋本は粘り、議論はWarrantまで行く。
議論の末に橋本が神田のダウトを「どんなアイディアだったっけ？」と問い、神田が説明

し直すと橋本はあっさりそれを認めて話を終わらせる。 



	 橋本はエクセプションアイディアを理解しきっていなかったし、周りの人々も橋本の返

しからそれに気付くことが出来ていなかった。エクセプションアイディアが橋本のロジッ

クのどこを崩しているのかしっかり指摘していれば（要はダウトではなく反論の形でロジ

ックを書き、質問・反論を受け付けていれば）橋本が理解するまでの紆余曲折の時間をカ

ットできただろう。あと、このアイディアは「レジティマシー＝法律を作るのにドナーの

ための理由が有ること」を上げているが、それだけでは正しくレジティマシーの意味を汲

んでいるのか微妙である。流される時もレジティマシーといった単語がいっさい使われて

いないことから、この話の内容はレジティマシーに関するものとは思えないし、もっと別

のところにコアがあるような気がしてしまう。 
 
＜林の×プラカ＞ 
	 メンバーにとって も大変だったのはおそらくこの次に出された林（上智 2）のアーギュ
である。臓器移植は三大義務と同等の重みがあるから国民に強制できないとするこのアイ

ディア、深堀しようとしてもワラントの説明がない、説明がなかなか浸透しない、Q への
答えがミートしていない等周囲が理解するのが困難だった。理解した後後藤田が切ろうと

し、柴田工藤が切ろうとし、森山が林もモデルオピシでオプレ立候補していたから反論で

きないはずだと主張するも、全員林のプレゼンによりうやむやにされる。林は話が飛びま

くりだと言っていたが、半分は林のせいである。もう半分は、切ろうとするのに三角ロジ

ックで逃げ道を閉ざそうとしないメンバーのせいである。 終的に後藤田率いるテーブル

の圧力に押されるような形で林が引く。直後に湯浅（立教 2）が林のアイディアをトリート
できると言って発言するが、内容は林のアイディアを今後どうトリートするかではなく、

それまでに出ていた林への反論の一つをサポートするものであり、既に林が話を終えると

言った後ではテーブル的に無意味である。が、終わり方が終わり方故に湯浅は曖昧感を察

知したのだろうか。そうだとしたら気持ちは分かる。 
林は自分のプレゼンを今一度見直すべき。相手が何を言っているのか、自分のアイディ

アのどの部分に対して発言しているのかを正確に理解し、それに対して結局自分は何を言

いたいのか、その理由は何か、この二点だけはとにかく押さえて話すよう心掛けてもらい

たい。それから自分のアイディアなのだから、強制できるかどうかのボーダーに関しては

自分で考えを持っておくべきである。三大義務と同じ要素だというならそれが何なのかき

ちんと説明できないとテーブルでの信用力が落ちる。何か案を否定するなら代替案を必ず

持ってこいという考えは、ディスカッションだけでなく古今東西で言われる考えである。

代替案がないと、ただ文句をつけているだけの人になってしまう。 
 
＜工藤の Sと柴の×プラカと 後工藤の諸々＞ 
	 これまで時計まわりにアーギュを検証してきたが、ここで工藤が柴を飛ばして自分のア

イディアから先にやりたいと発言。NFC でコンセをとったからストラテの無いアイディア



より早く終わると理由付けるが誰も同意せず、柴のアイディアが先になる（時計まわりは

暗黙の了解状態だから妙といえば妙かもしれないが。余談だがコンパリを出す順番もオプ

レが 初と何かで決まっているわけではなく、本来なら早い者勝ちだと思う）。工藤は自分

の×プラカを出してすぐ終わったとしても柴の×プラカが来るのだから、ソルの検証時間

全体を見たら終わる時間は全く変わっていないことに気付くべきだった。 
	 工藤のサジェスチョンが終わり、柴がアゲコンアーギュを出す。Data は順調に終わり、
Warrantで後藤田がDA流しを試みるも柴はコンパリではなくプラカがコアなんだと粘る。
森山がそれに則った論点を提示し、柴のミスアンもあったが 1から検証が始まる。2でどの
部分がアゲコンなのかを検証中、工藤が SQでもアゲコンだと発言するが、柴は権利を奪う
主体が異なると返す。が、本人はその後の説明（浸透していない）によって自らコンパリ

に流れることを決断し、自死かそれ以外の死かでコンパリしたい意図を告げてクローズす

る。 
	 後藤田は柴に粘られた時、プラカのタスクを使ってアゲコンがプラカに相当しないと切

り返すべきだった。工藤のアイディアは柴に主体が違うと返されても、現行の政府の法律

によって起こっている事態なのだから政府が主体だ、と言って切り返すことが可能だった

し、そのまま流すのではなくロジックを切ることもできたはずだ。柴の流しは突然すぎて

周りがついて行ってなかったから、なぜコンパリと言い出せるのかの理由をもっときちん

と説明すべきであった。もともとプラカで出しているのだから、時間がないとはいえ非論

理的に自ら流すべきではない。 
	 柴のアーギュが終わり、 後工藤のアーギュに行ったと思いきや、後藤田と柴は NFCで
工藤が DA と言っていたことをぶり返し、なんでプラカで話せるんだと言い募る。工藤は
オプレのスタンスに反論する（要は×way to t/pを証明する）と言っているのだし、口頭で
喧嘩せずロジック検証をする方が工藤の意図しているものが見えるし効率的だと思う。こ

の口頭でのやり取りの途中でディスカッションは終了。 
 
個人順位 
1位	 後藤田（立教 3） 
	 オプレとして全てのアーギュをトリートし、終わらせたことを評価して 1 位とする。タ
スクを利用して論理的に話を流そうとしていたのは後藤田のみであり、他のメンバーは終

始エクセプションやダウト、流しの前の Q に留まったことから、後藤田がいなければ非常
にテーブルが停滞していたと思われる。タスクや自分の論理を押し付けるのではなく、相

手が納得しないならそれが何故なのか、相手の考えに沿ってもう少し傾聴する姿勢を深め

るとより効率よく Suggestionが打てるはずだ。 
 
2位	 工藤（WESA2） 
	 そこそこの量の発言、エクセプション等のダウト、アーギュ等を評価して 2位となった。



流れを理解し、思いつけば適切な発言ができる。が、まだ全てのアーギュに対してできる

わけではないし、発言したとしてもその後かぶせ等により流れていく面もある。自分の意

見に自信を持ち、自分のアイディアをなぜ全員が聞かなければいけないのか説明できるよ

うになれば、自然と上にいけるはずである。今回は先回しサジェスチョンによって一瞬戦

犯の空気が流れたが、今後も怖がらずにディスカッションを続けてほしい。 
 
3位	 柴（フェリス 2） 
	 常にとは言わないがそこそこの頻度で介入し、アーギュも出した点を評価して 3 位であ
る。柴田の×NFC の時もそうだったが、流そうとする気持ちは見えるのにそこまで行き着
かない。この点については上で述べているから参考にしてほしい。また、アゲコンにこだ

わるのではなく、アゲコンの先に自分のどんな考えがあるのかをもっと考えてほしい。プ

ラカで反論するならなぜ×way to t/pなのか、裁判所の事例を具体的に引用して分かりやす
く説明すべきだ。もしくはオピシ上でもっとストラテを散りばめかつ人のアイディアをト

リートして、自分の DAが確実に選ばれるようにする方が良い。 
 
4位	 橋本（明治 3） 
	 このあたりの順位から目に見えて介入量が減っている。人のアイディアへの介入が少な

い。険悪な雰囲気になっていた時、柴田の話を聞こうと持ち掛けたのはとても重要な視点

である。とはいえもっと介入してほしい。橋本の持つ雰囲気的にも、話せば周りが聞いて

くれるはずだ。レジティマシーのアイディアについては上に書いた通りである。なぜ自分

はそう思うのか、その部分を 3連続で rsn of Warrantを作るような勢いで考えてほしい。 
 
5位	 森山（AGU2） 
	 介入量は少ないが、やっていることは正しいと思う。特にゴチャりそうだった柴のアゲ

コンにトーキングポイントを敷いたのはとても良かった。どんなに自分のアイディアが正

しいと思っていても、林の時のように切り返されることもあるので、そうなった時どう返

すかは常に頭に入れておいてほしい。アッセンまでに発言のスピードを上げて一番に発言

できるようになれば、きちんとそれが評価されると思う。また、オピシだけでなくオプレ

になれなかった時のアーギュも用意しておいたほうがいい。 
 
6位	 林（上智 2） 
	 プレゼンが壊滅的だし、アーギュも論理的な説明がない。今一度先輩などにしっかりプ

レゼンを見てもらって、逐一言い直して改善した方がいい。アーギュも自分のアイディア

を深堀して、どう出せば一番自分の話したいことを出し切れるかに重点を置いてプレパし

てほしい。それから PDやジョイントで、人の意見を理解できているか、カンファメ等を使
って試してほしい。 



 
7位	 柴田（日大 3） 
	 浸透率が低いし、発言も部分的。アーギュに関しては上で述べている。TGにとって良い
かどうかに焦点を当てたいという意見は死刑論題の時もよく出たから分かるが、ただの

biggest DAに落ちてしまうと周囲としては理由付けが足りなく見える。恒例として通るア
イディアだとしても、アイディア自体に頼り切らず、自分で扱いきる能力が必要である。 
 
8位	 神田（武蔵 2） 
	 介入量が少ない。橋本へのエクセプションアイディアは適切だったが、三角ロジック等

用いてどの部分にアタックしているのかを明示すべきだった。その他の発言としては Q が
いくつかあるが、アーギュへの介入や自分でアーギュを出す等の言動がなかった。 
 
9位	 湯浅（立教 2） 
	 発言は唯一林のアーギュについてのみ、それも解決したものに対する話なので、言い方

は悪いがほぼ無意味である。今後はジョイント等を重ねて発言の練習をし、自分の得意不

得意を知ってもらいたい。 


