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０.	 はじめに 
 
まだまだ議論を評価するほどの実力はありませんが、総評という形で書かせていただきま

した。拙い理解力であるために、ジャッジとしての理解が参加者の方々との理解とずれて

いる部分があるかもしれませんが、そこは協議の性質上、ご容赦いただけたら、と思いま

す。 
参加者へのアドバイスだけでなく、この総評を見てくださった方への学びにもしていただ

きたいと思い、他のディスカッションにも活かせるように書いたつもりです。 
あくまで僕の主観ですので、鵜呑みにすることなく、自分のなかで一度しっかり考えてい

ただき、腑に落ちた部分だけ持ってかえっていただければと思います。 
参加者および総評をお読みになった方で気になる部分などがあれば、気軽にお聞きくださ

い。 



 
 
 
１.議論の流れ 
 
	 江尻（AGU3）がオピニオンプレゼンターとして選出され変則的なオピニオンシートを
提示した。内容は以下の５ステップに分かれていた。 
 
1st	 臓器不足という現状の問題を確認する 
2nd	 臓器が受け取れずに亡くなる患者がいることを確認する 
3rd	 江尻が提示する政策の方向性（＊後述）を理解する 
4th	 政策を確認する 
5th	 政策を修正する 
 
	 簡単な解説を施す。 
1st,2nd ステップに関しては特筆すべき事項はない。１は problem solvency formatにおけ
る problem area であり、２が harm areaと同じである。 
3rd ステップで江尻の提示した政策の方向性（＊）とは、現状積極的安楽死を行いたいと
考えている人の臓器を移植に利用しようとする、積極的安楽死と臓器移植の２トピックを

つなげたものであった。安楽死をしたい人、臓器を受け取りたい人の両者にとってメリッ

トが存在し、DAが起きない理想的な政策を江尻は目指していた。 
4thステップの政策の中身は、3を承けて、まず積極的安楽死を合法化した上で、臓器移植
を安楽死を行う人に認めるものであった。この政策が取れるかどうか Solutionを確認する
ステップであった。 
5th ステップについて、江尻の前提としては DAが起きない政策であるが、もしなにか DA
が想定されるのであれば、それを spike planを行うことで無くしていき、理想的な状態を
作り出すためのステップであった。 
 
	 実際に行われた議論を簡単にまとめれば、3時間のうち 2時間 30分近くを、江尻の提示
する進め方および意見に関する理解（〜3rd ステップ）に費やし、残りのわずか 30 分で
4thステップの Solution、とくに practicabilityに関して多少の議論している最中に時間を
迎えて終わったテーブルであった。 
 



	 総評の便宜上、議論と呼べるものが初めておきた Solutionの議論すなわち 4thステップ
より前を前半、4thステップ以降を後半と呼ばせていただく。 
 
2.前半部分に関して 
 
《議論の詳細》 
 
	 オピニオンプレゼンターとして江尻のみが立候補し、そのまま選ばれる形となった。変

則的なオピニオンシートが提示されたため、イグザミナーの４人が江尻の提示する議論の

進め方、および意見に関して質問や確認を行っていた。中には質の高い質問がいくつか見

られたが、全体としてミクロな質問だったり、核心を捕らえきれない質問が多く、かなり

の時間を費やしてしまった。また、江尻の Answerも、しっかり準備してきていたのかも
しれないが、やや不親切で自分のやりたいことを示しきるに至らず、イグザミナーの理解

を妨げていたように思われた。またイグザミナーも、勝負をしかけるタイミングを牽制し

あっていたのか、惰性で QAを長引かせてしまっていたような印象を受けた。 
 
《注目すべきポイント》 
 
５つ挙げさせていただく。 
 
①	 上位テーブル特有の雰囲気について 

 
	 春セミの最上位テーブルともなると、参加者にもプライドが生まれ、ここまで来て

Problem Solvency Formatでやりたくないとか、ありきたりな論点は話したくないという
雰囲気が出てくるようである。またテーブルメンバー同士がお互いの実力をある程度理解

しているために、ぶつかるのを恐れてか、譲り合ったり、勝負しにいかない、というよう

な雰囲気が流れていたテーブルであった。このような雰囲気は上位に特有のものであるが、

今回はそれが悪い方向に働いてしまったように思われる。具体的には②でも述べるが、テ

ーブル全体として議論したい論点が不明瞭なまま普段とは違った変則的なオピニオンシー

トの検証をし、また、お互いの出方を伺っていたせいなのか、時間をいたずらに消費して

しまい、議論にほとんど時間をかけられなくなってしまっていた。 
	 せっかくここまで来たのだから、全員でいい議論をするなり、本気で一位を狙いにいく

なり、スタンスを決めて議論に臨んで欲しかった。どっちつかずのままで 3時間が終わっ



た結果、誰一人として全力を出し切れず、議論の中身に満足もできず、順位をもらっても

複雑な気持ちのままだったように思われた。ジャッジとして各メンバーに期待をしていた

だけに、非常に残念であった。Assemblyではこのようなことが起こらないよう臨んでい
るし、総評を読まれた方の身にもこのようなことが起こらないことを願っている。 

 
②	 論点の明確化の重要性 
 
	 論点を明確化させる有用性・意義についてここで述べさせていただく。論点を明確化さ

せる具体的な手段としては、③④⑤を見ていただきたい。他のディスカッションにも活か

せるように書いたつもりである。 
 
	 論点が絞られるということは得たい結論が明確に分かるということであり、テーブルメ

ンバー全員が同じ方向を向いて同じことを考えることによって、余計な反論や質問が減り、

話すべきその論点に多くの時間・エネルギーを割くことができ、より深い洞察が得られる

ということである。 
逆に論点が絞られないということは、各人が別々な方向を見ていろいろな発言をするとい

うことであり、無駄な時間が使われてしまい、結局なにも議論しないテーブルとなってし

まうということである。たとえば、以下のような経験はないだろうか。ASQにおいて多く
の質問および回答ばかりが繰り返されたまま３時間が終わったり、Comparison Areaで出
されるロジックで、ASQにおける質問・回答がまったく活かされないケースである。ある
いは、アーギュメントが乱立した結果、すべて後で話すことだけが決まり、結局時間切れ

になってしまうケース。これらはすべて論点が絞られていないことによって起こる問題で

ある。もしあらかじめ、たとえば脳死が死かどうか話しあったり、ADと DAの Comparison
に多くの時間を割くことをテーブルに浸透させていれば、最小限の質問・回答で話したい

Areaに素早く到達し、時間をたっぷり使い有意義な議論を行うことができよう。 
 
	 今回のテーブルに引きつけていえば、臓器移植のために積極的安楽死を合法化すること

が論点だったわけだが、それだけではまだ不明瞭である。もう少し細分化したときにどの

ようなことを議論したかったのか、が判りにくい。たとえば、もしかしたら現実的な議論

（そもそも積極的安楽死を望む患者の臓器は移植には不適切であろう、といった指摘を深

めて話すような議論）なのかもしれないし、思考実験に近い倫理的な議論（功利主義に則

れば関わる国民全員にメリットがあるが実際にはこのような政策は取られないであろう理

由を深堀し結論を出す）かもしれない。後者だとして、それではより具体的な論点でいえ



ばいくつも考えられよう。こういった部分をテーブルに共有しきれなかったのが本テーブ

ルであった。 
 
③	 変則的なオピニオンシートに出会ったら 
 
	 変則的なオピニオンシートがどうして存在するかを考えるための手がかりとして、まず

ディスカッションを簡単に二つに分解したい。それは議論の進め方、および議論の中身（い

わゆる進度と深度）である。この２点に注目してもらいたい。 
変則的なオピニオンシートが作られた理由は、この議事進行面と内容面の両方にあると考

えてもらいたい。普通のフォーマットでは話せない、または話しにくい内容面を話すため

に作られた（たとえば倫理に関するPracticabilityについて議論を深めたいという意図や、
taskそのものを変えたようなフォーマット）のであり、かつ普通のフォーマットの進め方
にはない利点（論点をしぼるために Vague Wordの確認をスムーズに進めたり、不必要な
アーギュメントは受け付けないなどといった、論点へとなるべく早く至るようなものが多

いと思われる）が存在するはずである。わざわざ変則的なオピニオンシートを作ったとい

うことは、内容面および進行面に対して、オピニオンプレゼンターがいつも以上にしっか

りとコアをもっているということである。であるから、これをしっかり引き出してほしい。

これが引き出せれば、オピニオンプレゼンターの話したい論点を尊重した、内容のある議

論をじっくりすることができるからである。 
	  
具体的な質問としては、 
・そのオピニオンシートをどうして作ったのかという背景 
・どんな内容の話をしたいのか 
・どうしてフォーマットを普段と変えたのか 
・普段のフォーマットとの違いはなにか	 	 	 	 	 …etc 
などが考えられるはずで、こういった質問を駆使して素早く意図を理解してほしい。他に

も有用性の高い質問の仕方はいくつも考えられるが、各人で腰を据えて考えてみてほしい。 
 
今回のテーブルでいえば、進行面に関しては意図をうまく引き出せていたように思われた。

単純な QA を通しても各テーブルメンバーの実力の片鱗が見て取れた。一方の内容面の関
しては、核心をついてテーブルに落とすことはだれもできていなかったように思う。意見

を引き出そうとする数少ない質問に対しては、柔軟性や幅をもたせるためか、必要性が生

じれば話すという答えが多く、それが逆に江尻が話したかった論点を隠してしまい、周り



もそれに振り回されてしまっていたように感じられた。 
 
 
④	 イグザミナーのスタンスに関して 
 
	 ②③に関連して、オピニオンプレゼンター以外もうまく論点を引き出すような姿勢を見

せるべきであり、もし論点がテーブルに存在していない状態であれば、自ら作り出してい

くべきだと考える。 
 
	 今回のテーブルでは、江尻の示し方が分かりにくかったとはいえ、テーブルメンバーの

能力は十分高かったはずであり、引き出そうと思えば引き出せたはずである。江尻の

Answerに対し、①の雰囲気のためなのか、回答をもらって満足し、結局論点は不明瞭な
ままで時間だけが過ぎていったように見受けられた。また、もし明確な論点を持っていな

いようであれば、自ら作り出す姿勢も持ってほしいと思った。面白そうなネタ・本質に迫

るように思わせられるネタはいくつもテーブルに散らばっており、どれひとつとして話さ

ないまま時間が来るぐらいであれば、どれかを選んで話す方が深い話ができてよい結論が

得られるのではないか。ここに関して、①と関連するが、論点はテーブルになんとなく出

てはいるものの、どれを選ぶかで牽制しあうことも考えられる。みんながどれにするか様

子見している状態で、これを話そうと提案することは確かに勇気がいることではあるが、

そういった発言が議論の膠着状態を打破すると思われるので、ぜひトライしていただきた

い。 
 
	 普段のディスカッションでも、論点を引き出すこと、作り出すこと、選び取ること、を

意識すると良いのではないでしょうか。 
 
 
⑤	 Questionに関して 
 
今回のテーブルでは、細かい進め方に関する質問、マクロな視点を見失ったマスト Qが多
かった。Vague Wordが出てきたら定義を確認する、などはもちろん大事なことではある
が、その目的を見失わないでほしい。なにかについて結論を出すために必要であるからこ

そ、定義はしっかり詰めるものであり、大局的な流れがわからない中で闇雲に聞くことは

おすすめしない。大局的な流れを掴むための質問をまずしてから、大事そうな話とそうで



ない話を大別し、大事そうな話に関して詳細を掴むために質問をしていく、という流れを

しっておいてほしい。 
 
３.後半部分に関して 
 
《議論の詳細》 
	 4thステップに入り、永原(明治３)から、このエリアではどのような反論を受け付けたい
のか、という質問を皮切りに、すこしずつ議論の焦点が絞られ始めた。倫理に関する話、

とりわけ	 ”Public Welfare”	 (関係者双方、今回の場合でいえば、積極的安楽死を望む人
と、臓器を移植してほしい人、にとってメリットが存在するという状態)に関する反論であ
れば受け付ける、ということになった。江尻の前提は積極的安楽死を望む患者は、自発的

な死への願望を抱いていることであったが、桑原(UT3)がこれに対して、積極的安楽死の
目的は苦痛からの解放、すなわち人間の尊厳を守ることが前提であり、臓器移植を強制す

ることはもはや積極的安楽死の目的から外れており、患者の命が手段として使われ、積極

的安楽死を望む患者にとってメリットとは言えないという反論を提示した。江尻のそもそ

もの前提は国民がどう感じるかを重視しているのに対して、桑原のアイデアは国民の視点

だけでは不十分であり、政府としての視点が重要であることが前提にあった。この部分に

関する理解をしている最中に、時間を迎えることとなった。 
 
 
《注目すべきポイント》 
 
	 残り時間が 30分程度であったが、出てきた意見の質はやはり高く、もっと早くここに到
達していればより有意義な結論が得られていたと思えたために、なんといっても残念であ

る。２点ほど気になった部分があるので、示しておく。 
 
①	 検証の際の論点抽出 
	 最後に検証すべき意見が出てきた際の論点抽出が不十分であると感じた。そもそも桑原

の反論は、江尻のロジックのどこへの反論だったのか、また江尻がもともと示していた

Solutionのロジックと、その後で書かれたロジックがどのようにつながっていたのか、そ
もそもの Solutionのロジックはあれだけで十分であったのか、など、いろいろな部分が不
明瞭なまま、検証が行われていた。ロジックが出てくると簡単に Confusionが起こるので、
丁寧に論点を抽出してほしい。 



	 また Public Welfareとはなにか、その構成要素はなんなのか、Solutionのタスクはそも
そもなんなのか、といった基本的な質問事項がおろそかになっていたのも残念なところで

ある。上位テーブルになると基本がおろそかにされがちだが、忘れずに意識してもらいた

い。忘れられやすい基本としては、空中戦のあとの Summaryや、マクロなつながりを意
識するための Goal, Effect、およびロジックまたは Talking Pointの形での論点抽出なでお
が挙げられよう。 
 
②	 結論への意識 
 結論への意識はいつでも持っていてほしい。今回のテーブルでは、桑原のアーギュメント
が出された時点で残り時間が少なかったにもかかわらず、結論を得るために急ごうとする

テーブルメンバーはおらず、消化試合であるかのようにいつもと変わらぬペースで進めて

いて、結論を取れないことが明確なまま進めていた印象であった。 
	 残り時間が少なくなってからは結論をいかにして得るかを常に考えらえると良いと思う。

結論と重要な論点をうまく結びつけることができれば、議論がいっきに加速するとともに、

残り時間の少なさから、枝葉を捨てた本質的な議論に集中することができる。最後まで諦

めずに考え抜いてほしい。 
 
 
4.最後に 
 
厳しいことを書きましたが笑、ひとまず本当にお疲れさまでした！今年は例年よりも厳し

く、この場にくるだけでも素晴らしかったと思います。今後は Assemblyでプレイヤー最
後の大会が待っているだけでなく、チェアパーソンなどとしてディスカッション界に大き

な影響力を持っていくことでしょう。関東ディスカッション界の上位にいる責任を自覚し

て、その実力や知見を活かしてディスカッション界に貢献していってください！ 
 
 
 
 
 
 
 
 



5thエキシビジョン	 順位選定理由 
文責	 浅利 

これより 5thエキシビにおける各々の役割、順位とその選定理由をまとめる。 
 
第１位：江尻（青学３） 
・役割 
江尻はこのテーブルにおいてオピニオンプレゼンターをしていた。プロブレムソルベンシ

ーフォーマットでは達成することのできない理想の世界＝DAのない世界をスパイクプラ
ンしていくことで達成できるか検証したい、というものであった。結果として、江尻が何

をしたいのかを理解させることに時間がかかってしまい、江尻のアイディアを検証する時

間をうまく設けることができなかった。 
・選定理由 
江尻は今回のテーブルで今までの PDDに対するチャレンジのようなものをしているよう
に感じた。普段行っている 1ADvs1DAのコンパリが本当に適切か、普段 SOHを証明して
いる時に使用している A/Wが本当に深刻性の証明に相応しいものかについて持論を展開
し、みんなの意見を集めて結論を得ようとしていたように思う。こういった姿勢は重要で

ある。その持論が正しい、間違っているかではなく、普段自分たちが当たり前だと思って

いることに懐疑的になり、その正当性を吟味しようとする姿勢そのものが評価に価すると

思われる。結果として（江尻のプロシーディング力不足が原因でもあるが）、テーブルで話

した意見の８割は江尻のものであったので江尻が必然的に１位になる形であった。しかし、

これはジャッジの中でも積極的ではないことを記しておきたい。確かに江尻は意見を持っ

ていたが、土台をしっかり固めて議論を作ることができていなかった（テーブルメンバー

にも責任はあるが）。オピニオンプレゼンターとして、どこに論点を集中させようとしてい

たのか、その論点にたどり着くためにどこで、どの程度の時間をかけるのかを整えること

ができなかった。議論は江尻から生まれたものであるのだから江尻の責任が一番強いとも

言える。技術、考えともに関東を代表するにふさわしいので両立できるようにこれからも

精進して欲しい。 
 
第２位：田中（明治３） 
・役割 
田中は自分の長所を活かしながら、江尻の考えを引き出していた。しかし、今回は引き出

すことしかできなかったとも言える。Qがなんのためにあるかというと、それは引き出し
た意見に対して意見をいうためはないだろうか。田中はこれまで意見を引き出し、持論を



展開する議論を得意としてきた。今回のテーブルでその長所を発揮することができなかっ

たのは残念であった。 
・選定理由 
一言で言えば、意見はなかったが介入量が他のテーブルメンバーに比べて多かったこと、

そしてQによって意見を引き出しテーブルに浸透させた点が彼を２位とする大きな理由で
ある。しかし、議論を、意見をぶつけ合い、結論をテーブルメンバーで得るものと定義す

るのであれば、田中は議論をできていなかった（テーブルメンバー全員がそうである）。江

尻の意見を理解するのに 2時間半近く使ってしまい、意見を十分に検証する時間や方向性
を作れなかったことは反省して欲しい。介入量が多いということは田中のペースで議論が

作れていることでもあるので、無意識的に議論の速度を下げてしまっている側面があるこ

とは注意して欲しい。もちろん、現状分析や意見をより深く引き出す作業は重要であり、

時間を要することもあるがそれで終わってしまっては本末転倒である。 
 
第３位：室井（早稲田３） 
・役割 
室井の役割はカンファメーションをしてテーブルの理解度をあげることであった。今回プ

ロソルとは少し離れたプロシージャーが出ていたので、そのプロシージャーと普段のプロ

ソルトの違いなどをきれいにまとめていた。いつもと違ったものをやるときにはいつもと

の違いに注意して確認していく作業は重要であるのでその点は現役のみんなにも覚えてお

いてもらいたい。また、実際には話されることはなかったが一部懐疑的な意見を持ってい

ることを提示していた。 
・選定理由 
レベルの高いテーブルになればなるほどカンファメーションの価値が相対的に低下するこ

とはよくある。テーブルメンバーの理解力が高いことやある程度トピックが成熟している

時はこの傾向がよく見られる。この時に普通のカンファメーションをしてもやはりテーブ

ルに対しての価値は低い。室井はプロソルとの違いというカンファメーションもしていた

が、他の大半は上述の「普通のカンファメーション」で終わってしまっていた。もちろん

普通のカンファメーションが意味のないものではない。カンファメーションからサジェス

ションに繋げること、反論に繋げることはきれいな流れになりうるし、有効である。しか

し室井は今回提案することもなく、反論することもなかった。そこで彼のカンファメーシ

ョンにどれだけ意義があったかを考慮し、低評価になった。また意見を持っていることだ

けをテーブルで示しても実際にテーブルに意見が落ちなかった場合は全く意味がない。よ

って介入量自体は少なくないが、有効な発言が少なかった故に３位となってしまった。 



 
第４位：桑原（東大３） 
・役割 
非常に限定的な介入ではあったが、最後の３０分で検証された意見を提示したのは桑原で

あった。このテーブルにおいて意見を明示したのは桑原のみであった。 
・選定理由 
桑原がテーブルで唯一意見を出したことは高く評価できる。しかし、その意見は室井とほ

ぼ同様のもので譲り合いの末、桑原が明示することになっただけとも言えた。もちろんア

イディアが被ってしまうことは多々ある。しかし、アイディアが自分の武器と思っている

人は特に「アイディアの出し方」を考えて欲しい。検証する前に適切なコンセンサスを積

み重ねることや、テーブル進度が悪い時にある程度場違いであれ、意見を出してみるなど

様々な方法はある。しかし、今回桑原は自分が思う適切なエリアまで待ち、時が来たので

出す、という形になっていた。その点アーギュメントとしての評価は低かった。この桑原

のアーギュメントが、テーブルが始まった段階で持っていた意見であり、それを前半の段

階から明示し続けた場合、結論は大きく変わったであろうし、桑原が４位で終わることは

なかったであろう。 
 
第５位：永原（明治３） 
・役割 
永原は、前半で Qによって介入し、不明瞭になっているミクロな部分を明確にしていた。
しかし、後半は介入量が限定的になってしまい、役割がなくなってしまった。 
・選定理由 
他者と比べた時に目立った役割がなかったことが５位になってしまった要因である。しか

し、今回のテーブルで活躍できる役割がなかったのかといえば、決してそうではなかった。

ハンドリングといえるものがあるテーブルではなかったし、ダウトやアーギュがなかった

テーブルでもある。そんな時は永原自身が起爆剤になっていく姿勢が欲しかった。 
 
・最後に 
全体的にあっさりとした選定理由や役割になってしまったのは、議論が起こらなかったこ

とが大きい。誰も印象的にテーブルを動かしたり、結論にダイレクトな意見を提示したり

しなかったことが残念でした。意見をぶつけ合うことが議論の本質であると個人的に思っ

ているのでもっとどうすれば意見をぶつけ合えたかはわかっていると思うのでこれからの

さらなる活躍を期待しています。お疲れさまでした。 


