
Comparison 

 皆さんの中で Comparisonはどういうイメージになっているでしょうか？今までの話をま

とめる場所？戦場？朝まで生テレビ？ 

 

Comparisonは Discussionを「確認・分析」と「結論」の２つに分けた場合、その一方で

ある「結論」の全てを担っているといっても過言ではありません。分析・確認が DA Stage

までの全ての Stageでなされ、その後の結論は Comparisonでの議論によって決定されます。

つまり、Comparisonこそ我々が話さなくてはいけない、Discussionにおいての重要なポイ

ントであり、結論を出すためには、避けては通れないのです。それなのに、Comparison で

のアイデアが全くないなんて、言語道断でしょう。 

 

とはいうものの、一体 Comparisonでは何を話さなくてはいけないのでしょう？ 

 

Comparison では、現在提出されている AD と DA を比較しますが、その際に比較する為の

基準・Criteriaを出し、それに基づいて比較を行い、結論を出します。 

 

簡単な例を出します。 

 

貴方は喉が渇きました。目の前にアップルジュースとコーラがあり、どちらか一方だ

け飲めます。どちらを選びますか？ 

 

言いたい事が分かるでしょうか？皆さんが自分の飲むものを選ぶ時には、普通無意識に

でもなんらかの理由があってどちらかを選ぶはずです。例えば、 

 

1) 自然の甘さがたまらない！！アップルジュース 

2) 炭酸の爽快感がたまらない！！コーラ 

 

この「(自然の)甘さ」と「(炭酸の)爽快感」が、各々の merit と考えて下さい。そして

どちらを選ぶか決める際の選ぶ理由が、イコール選ぶ基準(Criteria)になるのです。 

 

そして上の例のように、貴方個人の問題ならば、貴方の好みで決めたらいいのですが、

何人かのグループになった場合、貴方がコーラを飲みたい時は、コーラの良い所(merit or 

priority)をアピールします。しかし、別の人がアップルジュースを飲みたいと言い、その

merit も言った場合、どちらも事実で否定し難いならばやることは一つ･･･その基準同士を

比較して、その Superiorityをつけるのです。これを「Criteriaの比較」といいます 



Criteria 同士を比較する際にも、その比較基準が必要になります。例えば、今まで何を

する為に議論してきたのか、等の背景・目的に迫ってみたり、また何か Table Consensus

を用いたりして、自分の出した Criteriaに Superiorityがある事を説明しなければいけま

せん。 

 

先程の例に沿っていくと、 

 

1) 自然な甘さ 

2) 爽快感 

 

でした。また比較基準を出すなら、 

   

1) 自然な甘さの方が素晴らしいよ！ (＝美味しい) 

2) 爽快感がなくて、ベトベト甘ったるいもの飲んでも、喉の渇きは癒せないよ。 

(=喉の渇きを癒すため) 

 

 上の比較基準だと、当初の目的が「喉の渇きを癒す」だったために、2)に Superiority

があると言えます。仮にこのまま結論を出すなら、 

 

To quench our thirst, we should choose 2) 

 

になります(quench･･･喉の渇きを癒す)。 

 

 もちろんこれには議論の余地はあります。例えば、 

 

① アップルジュースで爽快感は得られないの？ 

② 壮快感がなければ喉の渇きは癒せないの？ 

 

 等が容易に思いつく事と思います。このような疑問点が出た場合は、議論で詰めていっ

て下さい。 

 また、逆に当初の目的が「疲れた時に飲むもの」だったら、疲れにはやはり甘いものの

方がよく効くため、自然の甘さをもった 1)を選択する事でしょう。 

 このように、互いの merit/demerit が出たからって、その比較基準によっては結論なん

ていくらでも動いてしまうのです。だから Comparisonが Disの２大要素の一翼を担ってい

るのです。Comparisonの重要性を理解して頂けたでしょうか？ 

 



余談ですが、こういう例を出すとより分かりやすいかも･･･  ※()内は女性用です 

 

 貴方は友人と、初めてキャバクラ (ホストクラブ) に行きました。そこには好みの女性

(男性)が２人いました。 

 

1) トークの面白い、明るい笑顔の女性 (北新地・アメ村系ホスト) 

2) 落ち着いた笑顔の、心の優しそうな癒し系の女性 (歌舞伎町系ホスト) 

 

 どちらを貴方は選びますか？ (「ホストになんか、何も求めない」とは言わないでね。) 

 

 貴方が彼女(彼氏)にフラれて、悲しみを忘れる為にどんちゃん騒ぎをしたいのなら、そ

れに付き合ってくれそうな 1)を、仕事に疲れて癒しを求めているのなら 2)を選ぶでしょう。 

 

全ては貴方が何のために女性(男性)を選ぶか、によるのです。つまり「何のためにその

選択をするのか」が、実際の Criteria選択の基準になる訳です。 

逆を言えば、それを Dateに Logicを立てれば、かなり反論されにくい Logicができるの

ではないか、とも考えられます。 

そのためにも、それまでの議論においてまず最初に自分の DAを考えて、それが最優先さ

れる基準も考えておき、後は議論の中で「何故その基準が最優先されるのか」という点に

関して、スムーズに納得してもらえる Reasonの布石を打っておく事。ここまで考えて、一

つの Strategyになのです。 

 

Discussionの基本は比較にあります。現在と未来、ADと DA、その他 motivationと afraid…

全て比較して決めるのです。 

そしてこれは僕の Discussion観なのですが、これこそ Disで学べる最大且つ最高の能力

ではないかと思います。つまり「一つの物事を多角的・俯瞰的に見つめ、且つ又そうやっ

て出た話に合致した Best Solution を選ぶ能力」の事です。この能力は社会に出ても、必

ず必要になってきます。会議中・交渉中…その他様々な場所で、価値の大小を問わず生か

される能力だと思っています。 

 

Confirmation や Handling といった Technique も Discussion において必要な Skill では

ありますが、それはあくまで議論の中だけでの事。「考える」能力は、時と場所を選ばない

し、見えない部分で様々な恩恵に預かる事と思います。 

皆さんがこれからの Discussion をきっかけに、Skill だけの無味乾燥で消化試合のよう

な議論だけでなく、物事の本質を考え抜いて話し合う事の楽しさ・素晴らしさに少しでも

触れられる事を心より願っております。                       



Argument 
東京遠征はお疲れ様でした。皆さんと同じ Table で、私も楽しい議論が出来ました。 

 

皆さんの殆どが Logic の事を学びたい、との事だったのでどうしても Comparison には

いけずに、N.F.C・Solution といった部分での議論になってしまいましたが、どうでしょう？

何か得るものはあったでしょうか。 

 

「Argument を考えたい」「Comparison にいきたい」･･･とまぁ色々言ってくれますが、

俺に言わせりゃ「甘い！！」の一言です。皆さんの浅い議論では、例え Conclusion が出せ

ても何の実りもない Discussion になってしまうと思います。 

 

では、深い議論とはなんでしょうか？ 

例えば前述した N.F.C ですが、以下の点のうち、幾つに答えられますか？ 

 

 Purpose を「Conclusion を出す」とした場合･･･ 

 

① N.F.C って議論は Conclusion を出すために必要なの？それは何故？ 

② Necessity って何？ 

③ J.G とって Necessity がなければだめなの？それは何故？ 

④ ではその Necessity はどんな基準で決められるの？ 

 

 こうやって Point Shooting した場合、皆さんはそれぞれの質問に対して自分の Idea を考

え出し、そして他人を納得させられるでしょうか？ 

 

 この答えは出来れば私の方まで送って頂けたらいいのですが、要は「上から教わった事

を丸呑みして、それを当然と思ったままで自分が考えた Idea がない」のです、皆さんは。

だから実際議論していても、色々疑問点が出るような Logic を、一応三角形に当てはめてい

るからといって認めてしまうような、稚拙な事を簡単にしてしまうのです。 

 

 Discussion において自分の考えを持つ事･･･それは、「全てに疑問の目を向け、自分なり

に納得の出来る解答を見つける事、そしてそれを他人にも納得させられるようになる事」

それこそが貴方のオリジナリティであり、それが飛び交う Discussion こそ、実りのある

Discussion である事は、僕の table だった方には理解して頂けると思います。 

 

 自分の考えを持つ事の大切さ、分かって頂けたでしょうか？ 



Logic―Warrant 
今の２回生に共通して言える事が「Logic の理解と詰めが甘い」という事です。それにつ

いては例を用いて説明していきましょう。しかしその例が実際の議論に出たものなので、

発言した人は、使われて気分がよくないかもしれません。大変申し訳ありませんが、皆さ

んの理解のために使わせて頂く事を御容赦下さい。(尚、少し言葉を変えたりして、理解し

やすい形にしたものもあります。) 

 

例：１ N.F.C において･･･    (U.B=Unborn Baby) 

        C: U.B’s life is important 

 

 

 

 

 D: U.B can get chance to live         W: To get chance is important 

   (if their mothers don’t abort) 

 

 どうでしょう。確かに三角形に当てはまってはいますが、これでは何も分かりません。

その時私も聞いたと思いますが、 

    

・ As for Warrant, why is it important to get chance to live? 

 

この点の説明がなされていません。これでは、この点を説明する為にまた Logic をたてな

ければいけません。というよりも、初めからこの点を聞くことが N.F.C の目的なんだと思

いますが･･･ 

では何故このような事が起こったのでしょう？それは、発言者が 

 

U.B life=To get chance to live 

 

である事に気付いていないからです。これは言葉を変えただけで、言ってる内容は殆ど一

緒〔命＝生きている事〕です。つまり議論の tautology(同語反復)になっているのです。 

 そうすると、先程の三角形では Claim=Warrant となり、つまり Warrant の説明はなさ

れていない事になりますね。そして先程僕が出した質問は、その Warrant を聞くものにな

っています。 

 

 



 もう一つ 

      C: This situation is serious 

 

 

 

 

D: U.B lose their life          W: They lose opportunity to be happy 

 

 これも tautology ですよね。(死ぬ＝幸せになる機会を失う)です。そして Warrant は、そ

れ(死ぬ、幸せになる機会を失う)の何が悪いの？って事を言わなきゃいけないんですよね。 

 

また三角形を使わずに、Stream の型にしても同じです。 

 

U.B lose life. 

↓ 

They can’t feel happy 

↓ 

They can’t do anything 

↓ 

？ 

↓ 

This situation is serious 

 

 上の３つはともに同じ事を言ってますね。〔死ぬ＝幸せを感じない and 何も出来ない〕。

２つめと３つめなんか、なんでつながるのかも疑問ですが、ともかく「死の何が悪いのか」

という?の部分の明確な理由説明がなされていないのです。 

  

 さらにこんなのもありました。安楽死の N.F.C において･･･ 

    例：３ 

                 C: This situation is serious 

 

 

 

 

        D: Euthanasia is only way           W: J.G should respect their will 

           Patients hope to be carried out it 



 確かにこれは Tautology ではありません。一見すると十分なものにみえるかもしれませ

ん。しかしこれでもまだまだ不十分です。結局、この話の一番の根幹である Warrant の 

 

・ Why should J.G respect patient’s will? 

 

 の説明がなされていない訳です。そうすると、Warrant の下にまた三角形を書かなくて

はいけなくなり、議論が伸びてしまいます。ウザいですね。 

 

 とまぁダメ出しに近い形で、不完全な例を見せてみましたが、一つ成功例を見せてみま

しょう。 

 

 何の証明もないのに、QL に at least という言葉があったので･･･ 

 

              C: We shouldn’t include “at least” in Quantity 

 

 

 

 

D: There is no proof as for “at least”       W: There is no value to treat what is no proof 

    We must discuss with 

    confirming the existence. 

 

最終日に僕が出したやつなのですが、先程のと比べてどうでしょう。議論の余地は残し

ているとはいえ、三角形自体は立っていると思います。 

 

 では何が違うのでしょうか。それは 

 

・ Date に基づいて、自分の考えである Warrant を出せている 

 

という事です。つまり、「証明がない(＝Fact)」と「存在確認をしながら Dis をする(＝Task 

or Consensus)」という二つの客観的事実から、「存在確認しながら Dis をしなくちゃいけ

ないのに(これは A.S.Q の Task です) 証明がないなんて、それなら話す価値がないよ。じ

ゃあ at least なんて含めるのはやめようよ。」となっている訳です。 

 言い換えると「自分の考えである Warrant の reasoning が Date によって完璧になされ

ている」わけです。先程の失敗例３だと「何故 J.G は患者の意志を尊重しなくてはいけな

いのか」の理由が Date からでは推察できないから、失敗となるのです。 



 とまあ、Warrant に関する理解が少しは深まったでしょうか。難しいかもしれませんが、

幾つも自分で Logic を作って、成功と失敗を繰り返して頑張ってください。 

 

 ただ皆さんが何故 Logic が苦手なのか、を考えた時、現三回生の意見としては 

 

① 人の話に納得しすぎる 

② 先輩の言った事を鵜呑みにしすぎる 

③ 知識先行で、自分のオリジナリティがない 

 

 という事を考えます。 

 

① は、人が何か言えばなんか納得して別の話に移る。その Logic が正しいのか、その場

に必要なものなのか･･･の examine がまったくない。これでは、論理的思考能力は絶

対に伸びません。人の発言には、まず疑問の目を持って接してみる。そして自分の中

で完全に理解し、その上で納得出来るまでは、色々と質問していく事が大切だと思い

ます。 

② は、先輩が言った事や教育なんかで得た知識を、なんの疑いもなく丸呑みし、その本

質を理解しないまま使って、いつしかそれが Routine Work になってしまっているの

です。また「先輩が言った事だから」とそれが本当に正しいのかどうかも考えないで

いる事も良い事とはいえません。あくまで、自分の中で消化し切る事が大切なのです。 

③ は、やれ Confirmation だ、Handling だと、大層な事を言うのは勝手ですが、結局

自分自身の考えがないから、面白くもないし、単なる消化試合みたいな Discussion

しか出来ないのです。 

 

今の時期にオリジナリティを持て、というのも難しいかもしれませんが、この東京遠征で

も Unique なアイデアを持っていたり、特徴のある Discussant にも会えました。嬉しかっ

た事に、この東京遠征では各大学のチーフ・ネゴの方のおかげで、Passion と Potential に

溢れた方々と出来ました。皆さんにはこれからまだ１年以上の時間があります。僕の昨年の

今頃は、Confirmation という言葉も知らず、ただひたすら Suggestion と Objection を繰り

返していました。僕と比べるのも失礼な話ですが、来年の皆さんは、少なくとも僕のレベル

を上回っていると思うし、その程度の事は十分に可能な ability があると思います。 

 

 

 

 

 



ただ一つ先輩として偉そうな事を言うのなら、どうか「貴方にしか出来ない Discussion」

を目指して下さい。創って下さい。それが貴方の Dis 界における Identity だと思います。 

 

例えば今年の三回生の特徴を挙げていくと、 

僕なんかは Strategist と言われる部類に入ると思います。自分の Idea を最大限に table

内に反映させる為に、色々な場所で布石を打っておき、特に DA と Comparison、もしくは

N.F.C や Solution といった、自分のアイデアを出す Stage で自分の能力を発揮するタイプ

です。そのためにも、全てにおいて誰よりも深い理解と、どのような話の流れにも自分の

DA や Comparison でのアイデアを動かされないような強い Logic を出す必要があります。 

 

結論を出すという目的のために必要最低限の事だけを話して、無駄を一切排除していく

タイプ･･･Handler と呼ばれる部類でしょう。この手のタイプは「結論を出す」という Final 

Goal のために「何が必要か」とか「今何をしなくてはいけないのか」をマクロな視点で理

解していなくてはいけません。関東では WESA の大塚、関西では大阪外大の村瀬なんかが

この部類に入ると思います。 

 

論点を明確に出していく Point Shooter と呼ばれる人たちもいます。一つの話の結論出す

際に、自分に有利な論点を出していく事で、話の流れを自分の望む方向へ持っていき、そ

こで自分の Argument を出す人の事です。明治の横山がこの手のタイプだと思います。 

 

さらには、一つ一つの話を丁寧に Confirmation してくれる Confirmer という人達もいま

す。議論を丁寧に扱ってくれるから、初心者等理解力に乏しい人にとっては神様のような

存在になる事もあります。今年の代では、関東では青学の西村君、関西では関学の水野君

がその部類に入ります。 

 

(これはあくまで昨年の関西遠征等で僕がした際に受けた印象を元に書いているので、誤り

があるかも知れません。まぁこんなタイプがあるんやな～っとでも思っておいて下さい。) 

 

･･･とまぁこれだけでなく、色々な Type があります。そしてこのような極端な形に実際

分けられる事はなく、僕だって Point Shooting はするし、Handling もします。大塚や横山

だって、普通に布石を打ちます。だからこれは「あえて言うなら」くらいのものだと思っ

てください。 

ただ、貴方自身がどんなタイプが自分の目指すものか理解して、それでトップになれる

ように目指してほしいと思います。またこの様に色々なタイプがあるのだから、他人の

Discussion を否定するのではなく、お互いが尊重しあえるようになって下さい。それが一

番大切な事だと思います。 



Direction 
最近の Opinion はとかく Stage の Task が中途半端な形でしか理解されていない、と思

えるものが多いと思いますが、特に Direction がむちゃくちゃですね。例えば、 

 

J.G should help U.B. 

 

「もう分かったよ(-_-;)」としか言いようのないものですね。最悪です。だって、そのた

めに今議論してるんでしょ。今さらこんな事を言わなくてもいいじゃないですか。見てて、

聞いててアホらしくなってきます。Direction の定義は「現状で分析した Problem(ある場

合 Cause)を如何に改善するのか、その抽象的な方向性を示したもの」です。 

 例えば先程の中絶の場合、 

 

J.G should prohibit abortion. 

 

くらいは言ってほしいものです。そして Mandate で「法律で禁止・月一で報告させる・医

者はライセンス剥奪」とでも言えばいいのでしょう。 

 

 何故こんな事をいうのか、それは初めて Opinion を見た時、先程の Bad Example では、

「どういう方向でオピメが現状を改善しようとするのか」が全く分からないのです。先程

の Comparison でも言いましたが、議論の布石は現状から打っていきます。その際、議論

の方向性が見えないと、どんな布石が有効かの見当さえつかないのです。しかし「中絶禁

止」と言われたら、それだけで簡単に幾つかの DA が思いつきます。「オピメにとって不利」

とホザくヤツもいますが、Dis の分かる人が見ていると、DA>AD にされるよりも、あんな

Direction をおいた方が下手に映ると思います。何故ってそれは「ワタシは Task を理解し

ていません」と公言しているようなものなのですから。 

 

 まぁ、あんまり長々と書く体力も言葉のないので、この辺で止めときます。なんか質問

があったら、いつでも送って下さい。ではでは。 

 

 

 

 

 

 

 



Objection 

 N.F.C や P.M.A で出される Objection には以下の２つの Type があります 

 

① Direct Objection  

② Indirect Objection 

 

1. Direct Objection  

 名前の通り「直接的反論」なのですが、特に「相手が出した Logic の Date、Warrant、

Link 等を直接否定する」事を意味します。これだけではあまり違いが分らないと思うので、

次を見て下さい。 

 

2. Indirect Objection 

 日本語にすれば「間接的反論」となりますが、間接的の意味は「相手の Logic よりも自

分の出した Logic の方が、優位性がある。」と訴える所にあります。つまり、相手の Logic

を直接否定はしないけど、その状況においては自分の Logic の方が大きい(優位である)、と

その状況に対する優位性の面で間接的に否定しているのです。 

 

 ２つの違いが分って頂けましたか。より具体的に理解して頂くために、一つ例を用いま

しょう。前節で登場した、真由美嬢からの招待状(Invitation from Miss Mayumi)です。 

 

      （真由美嬢から、再び晩餐会の招待状が！） 

     洋介：ねぇ、また招待状が来たけど部員は参加してくれるかなぁ。 

    わたる：参加しないと思うよ。だって金高いよ。学生には払えないからなぁ。 

    とおる：いや、そんなに高くないと思うよ。 

今回は低コストにするって真由美が言っていたから。 

    わたる：あいつが低コストって言っても、それでも浮世離れしているよ。 

    とおる：そんな事ないって。彼女は良識があるから大丈夫。 

    わたる：でも緊張して楽しくないよ。格式高すぎるもん。 

    とおる：色んな人と話が出来るから楽しいって。 

     洋介：･･･あのぅ(-_-;) 

       （またまた止まらなくなっちゃった･･･） 

 

 



 この議論を三角形に当てはめてみると、 

  わたる 1              とおる１＝Attack to Date in わたる 1 

C=部員は参加しない              C=参加料金は高くない  

 

         W=払えない           W=「低コスト」＝「低料金」 

 

D=参加料金が高い         D=真由美が「低コスト」と言った 

 

わたる  ２= Attack to Warrant in とおる 1          

C=彼女の「低コスト」は「低料金」にならない 

            

   W=庶民と感覚が違う 

 

D=真由美は浮世離れ      

とおる ２= Attack to Date in わたる ２  

                    C=真由美は浮世離れしていない 

 

                                              W=何が「低コスト」か分かる  

 

                D=良識がある 

 

という事ですね。わたる君の「参加料金が高いから参加しない」という主張に対して、と

おる君は「低コストにするって真由美が言っている。」という Actual Voice を出す事で、「料

金が高い」という Date を否定しています。そして次はわたる君が、とおる君の言った「低

コスト」に対して「真由美は浮世離れ＝彼女の中では低コストな額でも、我々庶民には生

活を圧迫する額だ。」と言ってまた否定しています。それでもとおる君は引かず「良識があ

る＝真由美には庶民感覚も備わっている」と言って否定しました。わたる君は次に話を代

えましたので、最初に出した Logic は完全に否定された事になります。 

 ここまでの流れは分かって頂けたでしょうか？今までは全て Direct Objection でした。

相手が言った発言の Date や Warrant を直接否定していました。 

 

しかし次のわたる君の発言は、いきなり「格式が高いから緊張する。」と言って、今まで

になかった話を出してきています。それに対してとおる君は「色々な人に会えるから楽し

い。」と言って否定しています。これについて見ていきましょう。 

 

 



     わたる               とおる  

         C=楽しくない            C=楽しい 

  

      W=緊張する             W=色々な人と話せる 

 

D=格式が高い&真由美がいる     D=色々な人に会える。 

 

 これが Indirect Objection の例です。わたるの「格式が高くて緊張する」という Date と

Warrant を否定するのではなく、別の Viewpoint＝「色々な人に会える」を出して反論して

います。 

 この「異なる Viewpoint を持ち出して、その優位性で反論する」形を取るのが Indirect 

Objection なのです。この場合だと、わたるの Viewpoint は「緊張」、とおるの Viewpoint

は「人との出会い」です。この結論を出すのには「どっちの Viewpoint に優位性があるの

か」を議論しないといけません。優位性がどちらにあるかが決まって初めて結論が出るの

です。これが Indirect Objection の特徴です。 

  

 二つの Objection の違いが分かったでしょうか。大切なのは名前ではなくて「否定の仕方

には２種類あって、自分の反論がどちらなのか理解する事」が大切なのです。それにより、

その議論の Handling を効果的に行えたりもするものです。 

 例えば Direct の場合「自分がどの点を否定できれば、相手の意見全てを否定できるか」

を考えられるし、Indirect の場合「どういう優位性を持ってくれば、相手の意見に勝れるか」

を考えられれば、効果的に議論を進められると思います。 

 

 という風に、２つの Objection を説明してきた訳ですが、個人的には N.F.C でも P.M.A

でも、あまり Indirect は控えた方がいいのではないかと思います。というのも、この２つ

はオピメの Idea に問題がないかどうか、を理解した上で出す反論であるため、あまりオピ

メが出した Viewpoint 以外で話すのはどうかと思います。第一、時間がかかってしまうし、

Indirect を効率的に進める事を考え、また実際出来る人間は殆どいないと思います。そうな

ると Confusion の匂いが･･･   

次ページの「Indirect からの Confusion」で話していきたいと思います。 

 

 

 



※Indirect からの Confusion 

1) 水掛け論(barren controversy)の発生 

先程のとおるとわたるの言い合いを思い出して下さい。 

 

   わたる：格式高い晩餐会(+真由美に会う)に緊張して、楽しくない。 

   とおる：晩餐会で色々な人(with 真由美)に会えて、話が出来て楽しい。 

 

でしたね。もしこのまま議論を続けたら、 

 

わたる：緊張して楽しくないよ 

    とおる：楽しいって。たくさんの人に会えるんやで。 

    わたる：でも緊張するやん。 

    とおる：あのね、緊張しても人には会えるやろ。じゃあ楽しいやん。 

     洋介：･･･おーい。         

(続く) 

 

って感じになるのではないでしょうか。同じ事の繰り返し、水掛け論で時間が過ぎていっ

てしまいますね。 

これを Circulation（循環）と呼びます。つまり、Indirect の場合、結論以外は違う目線

(=Viewpoint)で反論しているため、相手の Logic 自体を否定出来ずに言い合いを繰り返し、

結果相手を納得させられずに終わるのです。 

 

よく下級生からはこんな事を言われました。 

「Logic が立ったら、議論は無敵じゃないの？」 

 確かにその面はあります。屁理屈捏ねてでも Date・Warrant を立てれば、立論は可能で

す。しかし相手を納得させるには、自分の Logic を立てる事だけでは不十分なのです。相

手も同じように Logic を立ててくるのですから。それが分からずに、立論する事だけに目

を奪われていると、こんな事になってしまいます。 

 

特に、結構デキると言われている人同士が集まると、自分の Logic に対するプライドか

らか、維持の張り合いのように Circulation が起こってしまいがちです。 

 

 

 



2) 回避策 

では、Circulation を避けるためには、どうすればいいのでしょうか。幾つかありますが、 

 

① Indirect は出さない。 

当たり前の事ですが、初めから出さなければいいのです。相手と違う Viewpoint で反論

をするから、議論がややこしくなりやすいのでが多いので避けるのが一番なのです。 

しかし実際にテーブルに出た場合はどうしたらいいのでしょう。 

 

② 双方の Logic を一つずつ検証していく。 

これは言い合いを一度止めて、それぞれの Logic が「本当に成り立っているのか」検討

していく方法です。つまり、それぞれの Logic を議論し、穴があれば Direct に反論する方

法です。これを行えば Viewpoint を混同せずに議論を進められるため、Confusion が起こ

りにくくなります。N.F.C や P.M.A では普通答えが一つなので、どちらか一方の Logic は

成り立ってないため、穴が発見できると思います（結論は一つしかないから。） 

 時々両方立たない場合があるので、片方の穴を発見出来ても、もう一方を吟味するのも

忘れないで下さい。 

 

③ 議論の目的に合ったものを選ぶ。 

これは、判断基準を出して「どちらの観点で考えたほうが良いか」を決める方法です。 

②の方法をでも、先程の例では両方の Logic が成り立っていたため、あまり効率的とはい

えません。しかしそういう時に、こちらの方法は役に立ちます。 

 例えば 

 

・ 今部員は、真由美嬢を含め色々な人と友好関係を作ろうとしているから、参加

するかどうかは、友好関係が築けるかどうかで決める 

・ 普通、緊張したら楽しくない。だから部員が晩餐会で緊張するのが嫌かどうか

で決める 

 

といったものです。 

また、当初の目的や両方のLogicに共通する部分を抑える事で、それを使って２つのLogic

のどちらを選ぶかの判断基準に使えたりもします。 

 

 始めから誰も出さなければいいのですが、実際は頻発するのが Indirect。これらを参考に、

効果的に Handling してみて下さい。 


