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序章 初めに 

序章 初めに 

せっかくだから argumentの Theoryについても、誰も書かないようなことを書いてやろうと思って書いてみました。 

だいぶ意味不明ですが、まあ気が向いた人だけがんばって読んでみてください。おそらく誰も書いたことが無い内容が詰まって

いると思います。 

 

 

argumentは立論（constructive argumentation）と反駁（refutation）からなります。 

そして、立論と反駁のためにはそれぞれの立証である、実証（demonstration）と反証（rebuttal）が必要です。 
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つまり、argument とは、主張＋立証のぶつかり合いというわけです。 

従って、argument を学ぶにあって、証明の概念を学ぶことが避けては通れません。 

 

では、証明にはどのような方法があるのでしょうか。 

まずは概念的な証明方法から紹介していきましょう。 

 

証明は大きくわけて論理学的証明と、経験則的証明があります。 

といってもこの分類はあまり正しいとはいえませんが、一応そんなものだと思ってください。 

その前段階として、推論法を紹介し、ついでそれに基づく証明法を説明したいと思います。 

 

論理的推論法の分類 

演繹法（deduction） 

 数学的帰納法（mathematical induction） 

 対偶証明法（contrapositive demonstration） 

背理法（reduction to absurdity） 

 転換法 

 

経験則的推論法の分類 

広義の帰納法（induction） 

 枚挙的帰納法＝狭義の帰納法（enumerative induction） 

 類推（analogy） 

 仮説法（abduction）→ただしこれに関しては経験則ともいい難い面があります。 

 

まあ他にもないわけではないですが（ディリクレの箱入れ論法とかあるいはもっと細かい分類もありますが）、基本としてはこの

程度でしょう。後はこれらの組み合わせです。 

これらを組み合わせて思考実験が行われ、さらに実験や証拠による検証によって証明されるというのが実際の証明になります。 

 

 

では次ぎからその前記のうち重要だと思われるものの解説を。 
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第一章 演繹法 

 

まずは演繹法から。 

演繹法とは、一般的・普遍的な前提からより個別的・特殊的な結論を得る推論方法です。 

ＡならばＢであるという前提があったとして、Ａであるという仮定をするとＢであるという結論が導かれるといものです。 

これだけだとわかりにくいと思うので具体例を挙げると 

「人間ならば言葉がしゃべれる存在である」という前提があります。 

すると「人間である」という仮定をすると、「言葉がしゃべれる」という結論が導き出されます。 

これだけだと何の意味があるのかわかりませんね。 

だから実際の演繹法は、前提を二つ重ねて証明を使います。これが有名な三段論法です。 

「人間ならば言葉がしゃべれる」という一つ目の前提（大前提）があります。 
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ここに二つ目の前提である、「Ｘ君は人間である」という前提（小前提）を仮定します。 

すると、Ｘ君は人間であり、人間であるならば言葉がしゃべれるので、「Ｘ君は言葉がしゃべれる」という結論が導き出されるわ

けです。 

 

ＡならばＢである（前提）｜Ａであるとする（仮定）；ゆえにＢである（結論） 

という演繹法の基本に対して 

「Ａである」を「ＸならばＡである」と置き換えたものが三段論法ですね。 

ＡならばＢである（大前提）｜ＸならばＡである（小前提）；ゆえにＸならばＢである（結論） 

という形になります。 

厳密には 

ＸならばＡである｜Ｘとする；ゆえにＡである 

ＡならばＢである｜Ａである；ゆえにＢである 

よって、ＸとするとＢである 

というのが本来の論理学的思考になります。 

 

演繹法は前提さえ真ならば、必ず結論が真であるという特徴があります。だから、演繹法による推論においては、前提が真で

あることを示せれば、結論が真であることの証明になるわけです。これを演繹法的証明といいます。 

つまり、「仮定的前提による演繹法的推論＋前提が真であることの立証＝演繹法的証明」ということになります。 

演繹法は、真理の結論を非常に導き出しやすいように思われますが、前提が偽であることがかなり多いため、実際には演繹

法による証明の結論が真理でないことが結構あります。（前提が間違っていても演繹法的な推論としては正しい推論なので、

この結論を真理と区別して「妥当」といいます。） 

従って実際には前提が真か偽かのみを検証します。 

「ＡならばＢである」かどうかですね。三段論法の場合は二つの前提それぞれをチェックすることになります。 

ちなみに、演繹法の基本においてＡであるとするとか、三段論法でＸであるとするというのは仮定なので真も偽もないわけです。 

Ｘ君は言葉がしゃべれるというのでも、Ｘ君という個人は仮定的に選択したに過ぎないわけですね。Ｘ君という存在に真も偽もな

いわけです。（まあ別人を選んでしまったとかが問題になるケースもあるでしょうが、この場合は関係ないですね。） 

だから実際には二つの前提「人間ならば言葉がしゃべれる」と「Ｘ君は人間である」とが正しいかどうかを検証することになりま

す。 

この場合は、一つ目の前提（大前提）「人間ならば言葉がしゃべれる」には例外が存在するため、この前提は偽なわけです。例

えば、生まれたての赤ん坊とか、口がきけない人もいますよね。 

言語を解すると、言葉がしゃべれるは別のことですし、そもそも赤ん坊は言語を解しません。手話等を言葉と解釈するにしても、

手話も使えない人もいるでしょう。 

よってこの一つ目の前提（大前提）が偽なので、この結論（Ｘ君は言葉がしゃべれる）は偽であるということになります。 

場合によっては二つ目の前提がそもそも間違っているということもあるでしょう。 

 

第二章 帰納法 

第二章 帰納法 

次は帰納法です。 

帰納法には広義の帰納法と狭義の帰納法があります。 

広義の帰納法とは演繹法以外の推論法をさす、とされますがあまりそのことは気にしないでいいでしょう。 

まずは狭義の帰納法である枚挙的帰納法から始めます。 
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第二章 第一節 枚挙的帰納法 

第二章 第一節 枚挙的帰納法 

広義の帰納法はちょっとおいておくとして、狭義の機能法つまり枚挙的帰納法のことをかたります。特に注がない限りは、帰納

法は枚挙的帰納法のことだと思ってください。 

帰納法は個別的・特殊的な事例から一般的・普遍的な規則を見出そうとする推論方法のことです。 

一応演繹法にならって論理式っぽく書くと（帰納法は論理式では表せませんが） 

前提①：ＸならばＡである。ＹならばＡである。ＺならばＡである。 

前提②：ＸもＹもＺもＰである。 

結論：ゆえに、ＰはＡである（はずである）。 

といったところでしょうか。論理式では「pならば qである」は「p→q」と書きますが日本語にしておきました。 

 

例えば、「言葉がしゃべれる」の例でいくと 

「Ｘ君は言葉がしゃべれる。Ｙ君も言葉がしゃべれる。Ｚさんも言葉がしゃべれる。」 

→「Ｘ君もＹ君もＺさんも皆人間である。」 

→「だから人間は言葉がしゃべれる（はずだ）」（ここから先で言う人間とは、「すべての人間＝およそ人類」を指すとおもってくだ

さい。「人間の一般的傾向として」と解釈するとややこしくなるので。） 

というものです。 

 

「Ｘ君は言葉がしゃべれる」「Ｙ君も言葉がしゃべれる」「Ｚさんも言葉がしゃべれる」という三つの事象のデータがまず前提として

手元にあります。（前提①） 

そして、そのデータから、Ｘ君もＹ君もＺさんもみな人間であるという共通事象を抽出できます。（前提②） 

すると、個々の事象に当てはまることは共通事象一般にも当てはまるのではないかと考えることができます。 

よって「人間である」という共通事象を持つもの一般、すなわち人類全体に「言葉がしゃべれる」という状態があてはまると推論

します。 

したがって、人間は言葉がしゃべれるという結論を推測することができます。（結論） 

 

この帰納法は、論理学的な推論方法ではありません。正確には形式論理学的ではありません。形式論理学は論理式によって

記述できる必要がありますが、前提①と前提②から結論にいたるまでの過程が論理式にあらわせないからです。 

一部の事象の例（特殊命題）を全体（全称命題）に及ぼせる論理的理由がありませんよね？ 

 

従って、演繹法においては前提が真ならば結論もまた真になりますが、帰納法においては仮に前提が真であったとしても結論

が真（つまり真理）とはかぎりません。 

例えば、前の例では、ＸないしＺは皆言葉がしゃべれるとしましょう。（これは仮定ですが、事実としての仮定、つまりその旨の証

明があったと仮定していると思ってください。）そしてさらにＸないしＺが皆人間だったとします。 

しかし演繹のところであげたように、赤ん坊や、植物状態の人など言葉がしゃべれない人間が存在します。（演繹法のところで

は書き落としましたが、「しゃべれる」という意味は、能力として持っている、人体構造的に可能性がある、ということではなくて、

現在可能であるとの意味で捉えてください。ややこしいので。） 

従って二つの前提が真でも結論が真であるとはいえません。 

帰納法における結論の真理性は、統計学的、確率的な蓋然性つまり確からしさでしか表現できません。 

そして、その確からしさ＝確証性は、前提で取り上げるデータの質と量に関連します。 

このことを「帰納法の確証性の原理」といいます。 

「法則に関連する観察が増えれば増えるほど、その法則の確からしさは増大する」というものです。 
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つまり、前の例ではたった 3人の例しかしらべていませんが、これが 1000人だったらどうでしょう？1億人調べて全員言葉が

しゃべれたら？ 

という風に、観察した事象のデータが多ければ多いほど、その結論の確証性は増すわけです。 

また観察がいい加減であってはいけません。例えば、言葉がしゃべれるかどうかについてのテストがいい加減なものであった

らどうでしょう。例えばウェブアンケートだったりしたら、もしかしたらアンケート対象の本人以外が答えてしまっている可能性が

ありますね。 

さらに、観察対象の選択＝標本抽出方法も大事です。例えば観察対象が現在会社で働いている社会人だけだったら、赤ん坊

とか植物状態の人とかが観察対象に入りようがないので、必然的に結論を否定する資料、つまり言葉がしゃべれない人間が

見つかりにくくなるわけです。これらを、データの質と考えます。 

 

そして、帰納法の確証性を担保するためにはどの程度の質でどの程度の量のデータがあればいいのかということについては

統計学的に導くことができます。ただし、この場合の担保とは 100%ではありません。例えば 95%の確率の担保だったらこの

ぐらいのデータ、80%の確率の担保だったらこのぐらいのデータといったようになりますが、100%にはなりません。（例外とし

て、全数調査、つまりすべての事象についてのデータを持っている場合だけは 100%になります。しかしこの場合はもはや推

論ではなくて得られたデータの事実をそのまま述べているにすぎないので、帰納法とはいえません。これはもう推論的証明で

はなくて、実証の領域です。） 

 

従って、ようは、推計統計学の統計理論においての母集団から標本抽出の方法と、標本のデータから母集団のデータを推測

するに当っての理論によって帰納法の確証性は導き出されるということになります。つまり、帰納法とは標本調査の裏返しをや

っているわけです。 

標本調査は、標本抽出をして得られた標本からデータ解析をして傾向を導き出しますが、帰納法はその標本データから推論に

よって仮説を打ち立てます。その仮説の確証性を統計学によって検証するわけです。 

 

標本抽出の方法については、単純無作為抽出法、系統抽出法、多段抽出法、層別抽出法などが言われていますし 

データ解析についても、中心極限定理と正規分布近似を利用して母集団と母数を推定したり、あるいはベイズ推定をしたりな

どまあいろいろあります。 

データから帰納法で推論する時の結論の確からしさについては、統計学的な仮説検証（abduction とは別物と思ってくださ

い。）によるのが一般であると思われます。帰無仮説を定め、有意水準（α＝0.05つまり 95%を用いるのが一般ですが、これ

は場合によって変化します。）を設定し仮説検証をするわけです。 

ちなみにいっておきますと、標本調査における日本人 1億 3千万人について帰納的に把握するためには、適正な標本抽出が

できれば、3000人程度の標本があれば統計理論的にはいいといわれています。 

 

この辺は wikipediaでもいいので興味があったら自習してみてください。 

また、帰納法に必ずしもそのまま推計統計学を当てはめられるということではありません。修正や応用がいるような場合もある

でしょう。 

 

 

いろいろと複雑になりましたが、結局は帰納法という推論法によって得られた結論については、確証性は推計統計学に基づい

た確率という蓋然性でしかあらわせず、その確証性の高さは帰納的推論の前提となったデータを、推計統計学によって分析す

ることによって導き出される、ということですね。 

 

次に広義の帰納法に含まれる枚挙的帰納法以外の帰納法について述べます。 
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第二章 第二節 類推 

それでは、枚挙的帰納法以外の広義の帰納法について、類推（analogy）からはじめます。 

 

これは読んで字のごとくです。 

前提①：ＸならばＡである。 

前提②：ＸとＹは似ている 

結論：ゆえに、ＹならばＡである（はずである。） 

「似ている」を論理式で表しようがないのはわかるでしょうか。だからこれも（形式）論理的推論ではないわけです。 

 

正確には、前提②において、ＸとＹには共通点 pがあり、pならばＡである（はずである）という流れを踏んでいるはずです。 

 

 

Ｘ君は言葉がしゃべれる。Ｘ君は人間である。Ｙ君も人間である。だからＹ君も言葉がしゃべれる（はずだ）。という推論方法が、

類推です。 

ここで大事なことはデータとして持っている前提（Ｘ君は言葉がしゃべれる）と、推論したい結論（Ｙ君も言葉がしゃべれる）との

間に共通点を抽出することです。 

やみくもに適用するのは類推とはいえません。類推とは「類」をたよりに「推」測することですので、共通点を抽出する＝同類性

を見つけ出し、同類性を根拠に前提の状態を適用して結論を推論するものでなければいけません。 

 

この場合はＸ君もＹ君も人間であるという点が共通ですよね。 

従ってこの推論をする人の頭の中には、「言葉がしゃべれるのは何か？」→「人間である」という仮定があることになります。 

これは、つまり①「Ｘ君が言葉がしゃべれる」という前提から、②「人間は言葉がしゃべれる」という仮定を推論し、③「人間にＹ君

は含まれる」んだから、④「Ｙ君だって言葉がしゃべれる」という段階を踏んで類推をしているわけですがわかるでしょうか。 

 

すると、ここまで書けばわかると思いますが、①→②の推論流れは実は枚挙的帰納法と流れが同じですよね。ここでは前提デ

ータがＸ君一人になっていますが、枚挙的帰納法の例の時ようにＸないしＺまでのデータがあって、それを同じく人間であるωさ

んに類推するということもできるわけですから。 

するとやっぱりこれも帰納法なわけです。広義の帰納法の一つにされているのも納得ですね。 

 

ちなみにいうと、②→③→④までの推論の流れは演繹法と同じになっています。3段論法ですね。しかし、①→②が帰納法な

ため、全体として帰納法になってしまうのです。 

演繹法はすべて論理式で表せる必要がありますが、①→②は論理式であらわせませんからね。 

また逆にいうと、枚挙的帰納法は、ＸないしＺと、人間との共通点「人間であること」に着目して類推をしていると考えることもで

きますね。まあこの辺は蛇足ですが、枚挙的帰納法も類推もともに間違いなく帰納法で、性質が近いことはわかってもらえたで

しょうか。 

 

また、推論過程において、「Ｘ君が言葉がしゃべれる」を前提①とし、「ＸもＹも人間である」を前提②とし、「人間は言葉がしゃべ

れる」を前提③としあるいは推測し、「Ｙ君だって言葉がしゃべれる」という結論に持ってくる流れもあります。この辺は微妙に推

論過程によって類推構造が変わってくるのですが、まああまり気にする必要はないでしょう。 
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第二章 第三節 仮説法 

第二章 第三節 仮説法 

それでは仮説法（abduction）にはいります。 

これはもっとも非論理学的なものです。というよりも論理学に縛られない推論方法として編み出されたものといっていいでしょう。

（沿革的経緯として正確とはいえませんが） 

これの説明は非常に難しいですが、論理式っぽくあらわすと 

前提①：Ｘである。 

前提②（仮説検証）：Ａであると仮定するとＸであることが矛盾無く説明できる。 

結論：ゆえに、Ａである（はずである）。→「ＸであるならばＡである」ではないことに注意。 

というものです。 

 

実はこの abductionは非常に広く使われていて、思考実験、仮説検証、コンピュータプログラムのデバッグなどでもその存在

を見て取ることができ、決して無視はできません。 

しかしそもそも非論理的なので説明が難しいので、感覚的に理解してもらうしかありません。 

例えば、「ＸもＹもＺも言葉がしゃべれる」「ＸもＹもＺも人間である」というデータがあります。そこで、なぜＸもＹもＸも言葉がしゃべ

れるのだろう？と考えます。 

「人間は言葉がしゃべれる」からではないか、と仮定します。すると人間であるＸないしＺが言葉をしゃべれる理由を矛盾なく説

明できますよね。 

また、この仮定（仮説）は、前提から導き出されたものではありません。つまり『「人間であるＸもＹもＺも言葉がしゃべれる」なら

ば「人間は言葉がしゃべれる」』という構造にはなっていませんよね？ 

突然、「人間は言葉がしゃべれる」という仮説を思いついた（かのようにあつかわれる）ことになるわけです。この仮説の導出が、

前提とは独立しているのがわかるでしょうか。 

つまり、仮説があって、仮説によって矛盾なく説明できるデータがあるという形で、データ→推論の主従関係が、推論→推論に

当てはまるデータという風に入れ替わっているかのように見た目上はなっているわけです。 

だから、結論の部分が「ＸならばＡである（はずだ）」ではなくて、「Ａである（はずだ）」なのです。 

 

 

やっていることは枚挙的帰納法に似ているように見えますよね。だからこれも広義の帰納法の一種であるというのもうなずける

のですが、abductionは枚挙的帰納法と違って、データの共通点を抽出し、その共通点を持つもの全体に広げて推測すると

いう手法をとりません。 

データを眺めているとぽっと「人間は言葉がしゃべれる（はずだ）」という仮定、仮説をひらめくのです。このひらめきを重視し、

ひらめき仮説について確からしさを与えるのが abduction的推論なのです。 

 

この推論結果の確からしさは、データの事象を矛盾無く説明できるかということに関わってきます。したがって、枚挙的帰納法

のときのように、少ないデータを矛盾無く説明できるよりも、より多くの質のいいデータを矛盾無く説明できれば説明できるほど

abductionの確証性は増大するわけです。 

例えば、前述の「言葉がしゃべれる」の例では、挙げられていたデータのＸないしＺはたまたま皆言葉がしゃべれるから、「人間

は言葉がしゃべれる」という仮説で矛盾無く説明できました。 

しかし、ここで「言葉がしゃべれない赤ん坊 ω」という信頼できるデータがあると、たちまち「人間は言葉がしゃべれる」という仮

説に矛盾する事象が発生するわけです。 

従ってこの仮説は矛盾なく説明できない場合があるので、この推論による結論は正しくないということになります。 
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従って、abduction も、前提が真であっても結論が真にならない推論法であって確かに広義の帰納法であるといえます。 

しかし、結論の確からしさについてはデータの質量に関連するので一見すると前二つの広義の帰納法と同様だと思ってしまい

がちですが、正確には前二つの広義の帰納法とは違って、単純にデータの質量さえ担保されていればいいというわけではなく、

どれだけ説明可能かという要素、つまりどれだけ多くのデータを矛盾無く説明できたかということが入ってきていることになりま

す。 

これは反証にどれぐらい耐え切ったかということにも関連するわけですが、これについては後述します。 

 

第三章 第一節 特殊化と一般化 

第三章 第一節 特殊化と一般化 

specialization と generalization 

また、演繹法と（特に枚挙的）帰納法を specialization（特殊化）と generalization（一般化）という風に対比していうことがあ

ります。 

これは、演繹法が一般的法則を個別に当てはめる=specializeするものであるからなのに対し、（特に枚挙的）帰納法は、個

別のデータの状況を全体に当てはめる=generalizeするものであるからです。 

前記の演繹法の三段論法のところを見てください。より広い前提である大前提から先に記述していますよね。 

三段法は、ＸはＡである→ＡはＢである→ゆえにＸはＢである（小前提→大前提→結論） 

という思考過程をたどるのが普通ですが、 

論理学的には 

ＡはＢである→ＸはＡである：ゆえにＸはＡである（大前提→小前提→結論） 

と記述する方が正確です。 

つまり、大前提（普遍的・一般的法則が通常は前提になります）があって、その中に小前提（個別的・特殊法則あるいは事象が

通常は前提になります）を見つけ出す、あるいは大前提を小前提に当てはめるつまり、という思考過程のほうが正しいのです。 

普遍的法則を個別の事象に当てはめるのですからこれは特殊化=specialization ですよね。 

 

（特に枚挙的）帰納法が generalization というのは特に説明しなくてもわかってもらえると思います。個別のデータに共通す

る事象から、その共通部分をもつ事象一般の性質・規則を推測するのが帰納法なわけですから、まさに一般化

=generalization ですね。 

 

また、この特殊化の性質上演繹法は結論を推論しても情報量が増えないという性質があります。帰納法は、データ外にまでそ

の性質を帰納的に拡張するのでデータが増えます。 

 

第三章 第二節 相関と因果について 

第三章 第二節 相関と因果について 

番外編です。 

これは推論方法でもあり、証明方法でもあります。 

ＡというデータとＢというデータに相互の客観的関連性がある（Ａが変化するとそれに応じてＢも変化する場合）とき、「ＡとＢは

相関関係にある」といいます。 

例えば、全員が部費を払うと仮定し、部費以外の収入がないと仮定すると、ＷＥＳＡの収入は、部員の数に正比例しますよね。

（正確には一年生は仮入部金 2000円を払うので正比例とはいい難いですが。） 

この比例関係が相関関係の一種です。部員の数が増えれば収入も増え、部員が減れば収入も減ります。この相互の関連性を

相関関係といいます。 

ちなみに関連性があれば、反比例でもいいし比例関係でなくてもいいです。関数が入ってもいいし写像とかでもいいです。 
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この相関関係というのはそもそも客観的なデータから推測されます。 

グラフを二つ重ねてみたら増減が一致していたとか、そういうところから客観的に推測するのです。 

 

しかし、データに関連性が認められるといっても、それはたまたま同じようにデータが変化したのかも知れませんよね。だから

推測された相関関係は本当に存在するのかを確かめなければなりません。 

これにはまず、統計学的なアプローチがあります。統計の前提条件としてデータの質・量の確保も大事です。質や量が豊富な

らデータがたまたま一致していたような確率は低くなりますよね 

それとは別に統計学的に、分析方法があります。データに相関関係が本当にあるのか、それとも見かけ上の相関性なのかを、

確率的に判断できます。相関係数もそうですし、回帰分析を使うこともあるでしょうし、場合によっては分散分析を使うこともあ

るでしょうし、あるいは別の方法もあります。これは場合によりけりで使い分けですね。 

これを語ると終わらないので省略しますが、実際には統計学の知識なしには相関性を語れないということはわかってもらえる

でしょうか。 

 

ところで、ＡとＢとの間に相関関係が統計上認められるからといって本当にＡとＢが結合的に関係しているとは限りません。 

 

ディスレーリの有名なことばがあるので紹介しましょう。 

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics 

－Benjamin Disraeli 

「嘘には３つの種類がある。嘘、真っ赤な嘘、そして統計だ。」 

－ベンジャミン・ディズレーリ 

 

この言葉が表していることは、統計学は大嘘だということではなくて（ディズレーリは心底そう思っていたのかもしれませんが）、

統計学は簡単に曲解できる、あるいは嘘や詭弁に利用されるから、よくよく注意して取り扱え、あるいは端から疑ってかかれと

いう教訓であると思います。 

 

では、どうしてこのような統計学の曲解利用が起きてしまうのでしょうか。それは次の理由によります。 

よく誤解されるのですが、相関関係と因果関係は別物なのです。 

相関関係があるからといって、因果関係があるとは限らないのです。 

因果関係とは、読んで字のごとく原因と結果の結びつきの関係です。 

従って、因果関係は原因と結果には本来一方通行的な関係が成り立ちます。 

例えば前述のＷＥＳＡの収入と部員の数では、部員の数が増えると、部費を払う人の人数が増えるから、ＷＥＳＡの収入が増

加するという方向の流れであって 

ＷＥＳＡの収入が増えるから、部員の数が増えるわけではありませんよね。 

そういうわけで部員の数の増減が原因で、収入の増減が結果になります。 

 

その一方、（部費以外に収入はなく、かつ一人当たりの部費に増減がないと仮定して）収入が増えていたら、部費が増えている

に決まっているわけですから、部員が増えていることがわかるわけです。原因と結果の関係ではなくても、関連性自体は肯定

されます。 

よって相関関係というのは双方向になります。 

ちなみにこの場合は部員数に 8000円（ＷＥＳＡの部費は 8000円です）をかけたものがＷＥ全体の収入なわけですから、部

員数を x、ＷＥＳＡの収入を y とすると 



y=8000x という相関関係になっています。 

 

従って因果関係が一方向なのに対して、相関関係は双方向であるという違いがあります。 

因果関係はインプットとアウトプットがあるのに対して、相関関係は相互に関連していればいいからです。 

だから、相関関係の中に因果関係があったとしても、相関関係を因果関係とは逆方向に捉えてしまうとうまくいきません。 

 

また、そもそも相関関係の中に因果関係がない場合があります。 

それは、x という原因があって、それから二つの結果 y と zが導き出される場合です。 

この y と zは同じ原因から生まれるわけですから、相互に x を媒介して関連性があります。 

従って相関関係があります。（詳細に分析したわけではありませんので、もしかしたら無いケースがあるかもしれません。）しか

し、y と zはともに xの結果なわけですから、因果関係はありませんよね。（ただし、例えば x→y→z という段階的な因果関係

になっている場合は別です。この場合は x→y と x→z という並列的な因果関係になっていると思ってください。） 

例を挙げます。 

ある国家があったとして、人口が増減すると必要食料数が合わせて増減します。また人口が増減すると必要居住スペースも合

わせて増減します。 

必要食料数と必要居住スペースは一方が増えると、人口の増加を解してもう一方も増えるわけですから、相関関係があります。

（きれいに増減が比例するとは限りませんが、まああまり深く突っ込まないでください。） 

しかし、必要食料数が増えるから必要居住スペースが増えるわけでもありませんし、またその逆もそうではないですよね。原因

はあくまでも人口増加なわけです。 

従って両者には相関関係はあっても因果関係は双方向とも存在しないのです。 

 

そして最後に、そもそも相関関係が見せかけだけの場合があります。統計上も相関関係は蓋然性の推測にとどまるので（この

あたりは帰納法と同じです。というよりも相関関係の推測は帰納法と本質はほぼ同じといえます。）、統計学では相関関係があ

り（これは相関関係に高度な蓋然性が認められるということです）とでても、実際にはない場合がありえます。 

こんな場合はそもそも見かけ上の相関関係なので因果関係があるわけがないですよね。 

 

よって、以上のように相関関係と因果関係は別物なのです。したがって、相関関係がある、あるいはあるように統計上見えても、

それを元に因果関係があると言い切ってしまうとそこには嘘あるいは詭弁が発生します。それをディズレーリは警告したのでし

ょう。 

 

科学は、①データから相関関係を推測し、②これを分析し、③それに従って因果関係の仮説を立てます。④そしてその因果関

係を検証して、⑤初めて二つの事象の間に科学的関連性を認めます。 

例えば前記の部員と収入の例だと 

「過去 50年の帳簿を見ると、部員と収入が比例しているように見える。」① 

→「分析してみると確かに比例していて、相関関係がある高度の蓋然性がある。」② 

→「ではなぜ両者は比例するのだろうか？」「部員一人あたりの部費と部員数で収入が決まるからではないだろうか？」③ 

→「一人あたりの部費が8000円で、他に収入はない。だから収入は8000円に部員数をかけた額になる。だから部員数が一

人増えると、その分 8000円収入が増える」「だから、部員数と収入には因果関係がある。」④ 

→「部員数と収入には科学的関連性がある。」⑤ 

という流れになってくるわけですね。 

まあ最後の⑤についてはこの場合に科学的関連性があるといえるのかについては疑問ですが、統計学的なデータ上の関連

性である相関関係と、実際の因果関係までを含めた関連性を区別するためにあえて科学的とつけました。 



 

しかし、因果関係の仮説検証をすっとばすと（ひどいときには相関関係の分析すらすっとばされますが）、統計の嘘、詭弁があ

らわになってくるわけです。 

大事なのは、因果関係の仮説検証なのですね。つまり、どういう仕組みでこの二つのデータは関連しているのかを解き明かす

ことが重要になるわけです。 

 

 

一つ例を出しましょう。 

カナダの保険見積もりサービス InsuranceHotline.comが 2006年 12月 13日に、生年月日に対応する星座と交通事故

の起こしやすさに相関関係があることを示しました。 

天秤座が最も事故を起こしやすく、獅子座がもっとも起こしにくいのだそうです。 

しかし、これでは星座がなぜ交通事故の起こしやすさに関係するのかの理由がありませんよね。この調査結果では星座が性

格に関係していて、性格によって事故の起こしやすさが変わってくると書いてありましたが、星座が性格に関係する理由があり

ません。 

よってこの相関関係には因果関係が確認されていないのです。たまたま統計上そうなったに過ぎない可能性が高いと思いま

す。 

 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/14/news027.html 

がソースです。 

ちなみに、統計データ自体がないのでこの相関関係はそもそも本当に統計学的に確認されたのか確かめようがありませんの

で、本当に相関関係があるのかすら怪しいのですが。 

たまたまこういう分布になっただけかもしれません。相関関係があるというためには、少なくとも 10年分ぐらいのデータで毎年

同じような星座別交通事故数分布になるぐらいのことは必要だと思います。 

 

さらに言うなら、この記事の冒頭に『「星座」は交通事故を引き起こす重要な要因だ』と記述されていますが、これが統計学の詭

弁利用のいい例です。 

要因であるというためには因果関係がなければいけません。本来ならば要因とは原因の一つであることを示すはずです。 

よって、統計学上からは要因であることはわかるはずがありません。統計学では因果関係の説明はできないからです。統計学

はあくまでも蓋然性という確率で結果を出すので、統計からいえることは「要因である蓋然性がある」ということまでです。具体

的に確率を示すこともできる場合もあるでしょうが、100％言い切ることは不可能です。 

一応最後に編集部注で（統計的分析に基づくものであり、科学的に立証されたものではありません。）となっていますが、まさ

かこんなもの（統計データの真実性ではなくて、星座が重要な要因であるという結論の部分です）を信じる人はいないと信じた

いですが、いまだ科学的根拠（つまり因果関係の解明）がない血液型性格分析が信じられているぐらいですから、信じてしまう

人も多いのでしょうか。 

 

 

ちなみに、この相関→因果アプローチには、帰納法的要素がいくつも詰まっています。 

枚挙的帰納法的要素も、類推的要素も、abduction的要素も。 

相関関係の検証については枚挙的帰納法的ですし、相関関係から因果関係を推測し、その仕組みを検証するあたりなんかは

まさに abductionですよね。 

例えば、推測された因果関係が検証できなかったら、因果関係の方向が逆なんじゃないか、とか別の因果関係の説明ができ

るのではないかとか、媒介する事象はないかとかいろいろ思考実験をするわけです。 



また、実際の世の中は一変数によって物事が動くということはすくないです。いろいろな要因が絡み合って動いているので、相

関関係というのも、因果関係というのも非常に複雑になっていることが多いのでそれについては注意してください。 

たとえば、Ｘ→Ａという因果関係と、Ｙ→Ａという因果関係があったとして、ＸをなくせばＡはなくなるのかというと、減るかもしれま

せんがＹもなくさないとＡが減るとはいえないですよね。 

そこで実はＸＹにも因果関係があって、Ｘ→Ｙ→Ａとなっているのではないか、だとすればＸを無くなせばＹもなくなるのではない

か、そうだとしてもＸ以外にもＹにいたる因果関係があるのではないか、とかいろいろ考えてみてください。 

あるいは、前述しましたが、Ｘ→Ａ Ｘ→Ｂという二つの因果関係があった場合には、ＡとＢには相関性があるのですが、因果関

係はありません。この場合、ＡをなくしてもＸをなくさなければＢは発生すると思われるわけです。しかしこの場合もＸ→Ｂ→Ａと

なっているのではないかとか色々なパターンの仮説を立てて検討してみるといいと思います。 

 

最後にもう一つ。 

前述のとおり、相関関係→因果関係の流れが科学的な思考実験→反証による検証という流れに沿っていますが、我々がディ

スで扱うのは科学分野というわけではありません。 

Linkageの検証などをする際には、因果関係の推測・検証を先に行い、それを統計的な相関関係の成立によって裏づけをと

るという流れも可能であると思われます。 

詳しくは述べませんが考えてみてください。 

 

第四章 三段論法の問題点から Toulmin’s Modelそして三角ロジックへ 

第四章 三段論法の問題点から Toulmin’s Model そして三角ロジックへ 

 

さて、それでは三角ロジックの話へ移りましょう。 

これについては Theory of Theoriesのほうでも色々語っているので、あくまでもその補足として考えてください。 

三角ロジックを三段論法的に使用する場合 

例として一番一般的な形を上げると 

This situation is serious. 

|＞The situation against someone’s will is serious for them. 

This situation is against victims’ will. 

となるわけです。 

ここで、この三角自体は演繹法的推論です。なんてったって三段論法ですから。 

演繹法における証明は、前提が正しいことを証明すればいいのでしたね。 

従ってここでは二つの前提の正しさを証明するわけです。 

小前提：This situation is against victims’ will.については、普通は evidenceで用意してあるのでその検証は容易であ

ると思いますので割愛。 

問題は大前提：The situation against someone’s will is serious for them.です。 

こちらは、あらゆる situation against someone’s will を調べ上げて evidence を用意することは事実上不可能です。よっ

てこの大前提を実証することはできません。 

従って実際のディスにおいては、ここで目の前の evidenceの事象を元に全体を推測するという、一種の帰納法を使っている

のです。 

帰納法は確実な証明にならないことはすでに述べたとおりですが、従ってディスの三角ロジックは演繹法的に三段論法だとい

っておきながら、実は肝心の大前提の検証においては帰納法なわけですね。 

しかし、これを実証しろというのは不可能に近いわけで、ここら辺に Theory of Theories でも書きましたが、論理学的な証明、

つまり演繹法を現実世界に適用することの限界があるわけです。 
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そこで、Toulmin’s Modelが登場するわけです。 

この帰納法的証明をなるべく実証に近づけようとする試みがこの Toulmin’s Model なわけです。 

そしてそれを簡略させたのが三角ロジックですが、結局三角ロジックは Toulmin’s Modelのいいところを放棄してしまってい

るのは Theory of Theoriesで述べたとおりです。 

 

第五章 実証と反証 

第五章 実証と反証 

 

さて、Toulmin’s Model に入る前に勉強しておかなければならないことがあります。それが、実証と、反証です。 

 

まずは、一般的な意味においての実証と反証からいきましょう。 

ある命題があったとします。 

実証とは、その名の通り、命題が真実であることの証明です。 

反証とは、その反対で、命題が虚偽であることの証明です。 

 

演繹法においては、推論を実証するためには、二つの前提が真実であることを証明することになります。 

帰納法の推論を確率的ではなくて 100％実証するためには、すべての帰納事象について検証する必要があります。 

 

上に色々書いてきたので気づいている人もいると思いますが、実証というのはとにかくしんどいのです。それに対して、反証と

いうのは比較的簡単です。 

特に命題に複数の個別事象が包含されている場合、実証は、そのすべての事象について命題が成立することを証明しなけれ

ばなりません。 

それに対して、反証は、どれか一つの事象でも命題が成立しないことを示せればそれで終わりです。（ただし、帰納法の結論に

おいて蓋然性が用いられているのであれば、その蓋然性を超えるだけのデータの反証が必要） 

これを実証と反証の非対称性といいます。 

 

具体的にいうと、例えば「鳥類は空を飛べる」という命題を証明したい場合。 

実証する側は、すべての鳥について検証し、空を飛べることを証明しなければなりません。 

それに対して反証する側は、たった一種でも（極論すれば一羽でも）空を飛べない鳥がいることを証明すれば、「鳥類は空を飛

べるとはかぎらない」ということになって、反証ができます。 

と、このように証明に対する労力が不公平なのですね。 

 

かつては、実証主義が採られてきました。とにかくすべて証明せよというものです。しかし、ＤＩＳにおいての三角ロジックの大前

提の部分や、帰納法による推論などからもわかるように、実証というのはとにかく大変で労力が多いのですよ。 

相当数のデータを上げて、これだけのデータに命題が当てはまるのだから全体に当てはまるはずだといっても、上げられてな

いデータには当てはまらないかもしれないといわれてしまったら、実証できてないので反論できないのですね。 

命題のための事象が増えれば増えるほどそれは無視できなくなってきます。 

このあたりが、Toulmin氏がいう論理学における証明の現実への無適用性なわけです。 

すべての事象をいちいち調べないでの証明ができる数学にしか形式論理学は適用できないというのは、実証が数学以外では

困難であるということからきているのです。 

 

そこで、証明者と批判者の間の負担の公平化から、実証主義から反証主義へと移り変わりが生まれました。 
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これは、つまり命題を否定しようというものが反証をもってこいというものです。 

実証側は、命題について推論を述べ、それについて、その推論が間違っているというものが、自分で間違っている例を探して

来いというものになります。そして反証が見つかるまではその命題は一応は真実として扱われます。（ただし、これは形式的に

はの話で、実際には相当数の反証を潜り抜けなければだめです。） 

実証側は、反証に対して検証をすることで、その反証が正しいか否かを判断し、正しければ命題は偽ということになり、正しくな

ければその反証を乗り越えたことになります。 

この反証主義だと、命題の推論がどれだけ反証を乗り越えたかが、そのままその命題の推論の真実性につながるわけです。 

上記では推論と書きましたが、この推論というのは主には（広義の）帰納法で行われます。演繹法の場合は反証ではなくて実

証で本来は行われますが、三角ロジックのように前提証明に帰納法を持ち込みざるを得ない場合には、やはり反証が行われ

ます。 

また、もうわかると思いますが、この反証主義というのは abduction と非常に相性がいいし、両者は一緒に発展してきたとも

いえます。 

実際に科学分野では、新規の理論を立てます。（これが上でいう推論です。）それについて反証を試みて、結局反証に成功し

なければ、正しい理論の仲間入り、ということになるわけです。 

推論といった言葉には、我々の一般的な感覚とはずれがあるので注意してください。適当に推測すればいいのではなくて、帰

納法のところでやったのでわかるとは思いますが、データに基づいて行うのですよ。 

また、実証側も単に推論をぶちまけてみなさん確かめてくださいとほっぽってしまうということはなくて、反証をされる前に自分

で反証を試みて本当に正しいのかを前もって検証しておきます。単に理論だとして打ち立てるだけではなくて、実際にはかなり

の量のデータを前もって精査し、反証に成功するかどうかを確かめておくのが実際です。 

したがって帰納法による推論を行うといっても、帰納的に推論する前提となるデータはかなりの量になります。できる限りデータ

を集めて実証を試みて、足りない部分は反証主義で補うということになると思います。（データが集まった部分については実証

になり、データを集めきれず、データ外になった部分については帰納法的推論になるので、ここは反証主義になるわけです。た

だし、データの適正さ、データによる検証方法と結果の確かさについては別の検証が必要なのかは明らかです） 

 

 

さて、次に議論においての本証と反証について説明します。議論においては実証とはいわずに本証といいます。 

議論においては、科学的な厳密な証明を求められる場合ももちろんありますが、実際には心証形成を重視することがほとんど

です。したがって、ここでいう証明とは厳密な意味でのものではなくて、どの程度心証形成をできたかといった意味になり、相対

化されることになります。 

したがって、本証とはある命題について、合理的疑いをさしはさむ余地が無い程度の証明を指します。 

それについて、反証とは本証に合理的疑いをさしはさむことをいいます。 

したがって本証に比べて反証のほうが求められる証明の程度が低いのです。本証は「ある」と確信させる必要がありますが、

対して反証は「ない」と確信させなくても、「ないかもしれない」といった程度まで心証をおとしめれば、それで成功したことになり

ます。 

 

この本証と反証の区別はどこからくるかというと、立証責任からくるわけです。 

立証責任というのは、「ある命題が真偽不明（ノン・リケット）になった場合にどちらがその責を負うか」というものです。真主張側

が負う場合は、真偽不明となった場合は、偽として扱われますし、偽主張側が負う場合は、真偽不明となった場合は、真として

扱われます。 

ある命題について、「存在する」といいたい側と、「存在しない」といいたい側がいたとします。 

「存在」側が立証責任を負う場合は、「存在」側は「あるかもしれない、ないかもしれない」となってしまうとその責任を負う、つま

り不存在として扱われてしまいますので、「存在する」と確信をさせる必要があります。 



それに対して「不存在」側は、「存在しない」と確信させる必要がなく、「あるかもしれないし、ないかもしれない」とさえ心証形成

させれば不存在として扱われるわけです。 

逆に不存在側が立証責任を負う場合は、「存在しない」と確信させる必要がでてきます。 

 

さて、以上の二つの実証と反証の非対称性、本証と反証の非対称性を踏まえて現実の議論はどう運用されているか、運用さ

れるべきかを考えます。 

ここで行われるのは立証責任の分化、です。 

立証責任というのは、客観的立証責任と主観的立証責任に分かれます。 

客観的立証責任というのは、上記に書いた、真偽不明の場合にどちらがその責を負うかというものです。 

それに対して主観的立証責任は、どちらが積極的に立証活動をするかというものです。 

ある命題があったとして肯定と否定側にわかれた場合において、肯定側が立証責任を負うとします。 

すると、まず肯定側が立証責任を負うので肯定側から本証を開始します。なぜなら、肯定側も否定側も何の立証もしないと、真

偽不明となって立証責任によって否定されてしまうからです。立証責任を負うほうがこのままだと負けてしまうので、その状況

を崩すために証明を開始するわけです。 

そこで、肯定側が本証をした結果その命題について「一見明らかに肯定できる」という心証が形成できたとします。 

ここで否定側が何もしないと「一見明らかに肯定できる」→ 

「なんらの反証がない」→「合理的な疑いをさしはさむ余地がないに違いない」という心証形成に至り、否定されてしまいます。 

すると、肯定側は当初の「このままだと否定されてしまう」という状況を覆したわけですから、主観的立証責任を果たしたことに

なります。 

今度は否定側が「このままだと肯定されてしまう」ということになるので、否定側が主観的立証責任を負うことになります。 

ここで、客観的立証責任のルールから言うと、否定側は真偽不明の状態にまで心証を押しもどせばいいわけですので、この場

合反証（本証の対比としての）をすることになります。 

したがって否定側は「一見明らかには肯定できる」→「反証がある」→「一見明らかに肯定できない」→「合理的疑いをさしはさ

む余地がある」 

という流れに持ち込むことになります。 

するとまた肯定側が「このままだと否定されてしまう」ことになって再び主観的立証責任を負うわけですが、否定側がこの程度

の反証にとどめてしまっているとそれを覆すのは比較的容易になるわけです。 

したがって、否定側も自分の反証が崩されては困るため、実際には否定側が負う理論的な主観的立証責任以上の立証活動

を否定側は行うことになります。 

否定側も「一見明らかに否定できる」程度までの立証をすることになります。 

 

一応理論的には、『「一見明らかに肯定できる」程度の立証』→『「一見明らかに肯定できない」程度の立証』→『「一見明らかに

肯定できる」程度の立証』→『「一見明らかに肯定できない」程度の立証』→・・・・ 

と本証→反証→本証→反証→・・・・を繰り返すことになります。 

そうやって客観的立証責任を負う側から主観的立証責任のやり取りをして、最終的に「合理的疑いをさしはさむ余地がない」程

度まで立証できたかを判断し、出来ている場合は肯定し、できていない場合は客観的立証責任にしたがって否定することにな

ります。 

 

さて、以上の流れでわかると思いますが客観的立証責任を負う側は最初から「合理的疑いをさしはさむ余地がない」といった

高度な証明を求められているわけではありません。 

ここで求められているのは「一見明らか」な程度の証明であって、これについて今度は否定側に「一見明らかでない」と証明せ

よと主観的立証責任を転化させています。 



したがって、これは一種の反証主義（実証の対比としての反証）を部分的に取り込んでいることになります。 

「一見明らか」という程度まで証明するということが、一種の理論の打ちたてであって、今度は否定する側が反証しろ（この場合

は実証の対比でもあり本証の対比でもある）ということになります。 

そして反証について反論をして反証を潜り抜けて、最後まで「一見明らか」な状態を保てた場合には「合理的疑いをさしはさむ

余地がない」として本証成功ということになるわけで、これは一種の反証主義における反証を潜り抜けることによる証明になる

わけですね。 

 

この「一見明らか」という部分が、現実的な議論におけるキーポイントで、これを「prima facia（一見自明）」といいます。 

主観的立証責任に課されるのは、「合理的疑いをさしはさむ余地がない」ではなくて「一見自明である」という程度の証明であり、

これを prima facia duties といいます。一見自明の義務とか、一応の義務とか訳します。 

 

したがって肯定側と否定側がprima faciaにいたるまで証明をし、成功したら主観的立証責任が相手に移り、相手がまた証明

に成功したら自分に主観的立証責任が戻ってきて、というのを繰り返すつまり、prima facia dutiesをやり取りするというのが

実際の証明になるわけです。理論的にはprima facia dutiesは基本的には本証側つまり客観的立証責任を負う側の主観的

立証責任の程度となるわけですが、実際には反証側もおいそれと反証を覆されたくはないので、prima facia duties を実質

的には負うということになると思われます。 

そして、最後どうしてもノンリケットになる場合は客観的立証責任できめるということになります。 

 

最後に補足として、上記では肯定側が一方的に客観的立証責任を負うかのように書いてありますが、実際にはそうとは限りま

せん。命題によってそれは違いますし、客観的立証責任が細かく双方に割り振られる場合もあります。 

例えば、DISにおいて、PLAN肯定側は ADの存在と AD>DAについて客観的な立証責任を負い、否定側は DAの存在に

ついて客観的な立証責任を負います。 

これは、単純に肯定することについて客観的立証責任を肯定側が負っているという二極分化の形にはなっていませんね。 

さらに、細かい命題については、また別に客観的立証責任の規定があって、例えばNFCや T/Aや PMAについては否定側が

（ただし DAの T/Aについては肯定側）客観的立証責任を負うことになります。 

どういうことについては、どちらが客観的立証責任を負うのかについては考えてみてください。 

一応DISで考える前に、Debateで考えてみるといいかもしれません。この二つの立証責任は主に裁判において発展してきた

理論であって、Debateのほうがより裁判の形に近いですので。 

また、上であげた prima facia dutiesについては本来においては道徳哲学においての概念でして、まったく違う意義で使わ

れています。 

上記の prima facia dutiesの概念は debateで発展してきたものであって、本来の概念とはまったく別物であることについて

は注意をしておいてください。 

 

第六章 センスによる argument 

第六章 センスによる argument 

 

さて、では argument とはどう行えばいいのかについて、一般論を語ります。 

エピメニデスの嘘吐きパラドクスを例に考えてみることにします。 

 

パラドクスというのは、逆説、逆理、背理とか訳したりしますが、まあどうやっても矛盾が出る場合ですね。 

背理法という数学的な証明方法があります。これは、Aならば Bであるか Cであるかどちらかしかない場合において、「Aなら

ば Bである」と仮定すると矛盾が出る場合に自動的に「Aならば Cである」という結論が導きだされるというものですが、パラド
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クスとはこの場合に B と仮定しても C と仮定しても矛盾が出るような場合に使うのです。 

 

例えば 

「この括弧内の記述は嘘である」 

という命題があったとします。 

そこで、括弧内の記述を真実であると仮定すると、括弧内の記述は嘘であることになるので矛盾しますよね。背理法だと、括弧

内の記述は真実か嘘かどっちかしかないのだから、この時点で嘘だって結論になるわけですが、ためしに括弧内の記述を嘘

であると仮定してみると、括弧内の記述が嘘であることが嘘であることになって、括弧内の記述が真実であることになり、矛盾

します。 

結局、括弧内の記述は真実でも虚偽でもないというわけのわからない状態になります。これをパラドクスというのです。ちなみ

にこの例は、パラドクスの典型とされる「自己言及のパラドクス」の代表です。 

命題が命題の内容に触れていて、しかもそれに否定が入っている場合にはこの自己言及のパラドクスがよく起こります。 

 

第六章 第一節 エピメニデスの嘘吐きパラドクス 

第六章 第一節 エピメニデスの嘘吐きパラドクス 

 

さて、ではエピメニデスの嘘吐きパラドクスへ。 

エピメニデスの嘘吐きパラドクスという有名なパラドクスがあります。 

クレタ島出身のエピメニデスがいいました。「クレタ人は嘘吐きだ」と。 

 

この場合、エピメニデスが真実を言っていると仮定すると、クレタ人は嘘吐きなことになり、エピメニデスはクレタ島出身ですか

ら嘘をつくはずであって真実を言っているという仮定と矛盾します。 

次にエピメニデスが嘘を言っていると仮定すると、「クレタ人は嘘吐きだ」であるという発言の内容も嘘であるはずで、すると「ク

レタ人は嘘をつかない」ことになって、エピメニデスが嘘を言っているという仮定と矛盾します。 

したがって、エピメニデスの発言は嘘でも本当でも矛盾がでるので、パラドクスになっていますね。 

 

しかし、実はこれはパラドクスでもなんでもありません。見せ掛けのパラドクスです。では、その反論を考えて見ましょう。 

ちなみにこの反論は3段階で行うことになりますが、1,2段階目を即座に思いついた人は、そこそこ argument能力のある人。

というよりも、argument をやる上で必須のセンスをとりあえず持っている人ということになるでしょうか。逆に言えばこれが思

いつかない人は argument能力を疑ったほうがいいでしょう。1段階目と 2段階目は対になっているので、どちらかが思いつ

けばもう片方もすぐ思いつくと思います。 

それに対して 3段階目を思いつけば、それは logical thinkingのできる人です。3段階目は 1,2段階目とはかなり毛色が違

いますので、ここまで思いつく人はかなりすごい人ですが、思いつかない場合は logical thinkingができていないということで

もあります。 

第六章 第二節 エピメニデスの嘘吐きパラドクス 解答編 

第六章 第二節 エピメニデスの嘘吐きパラドクス 解答編 

さて、では解答です。 

まず 1段階目から。 

「クレタ人は嘘吐きだ」となっていますが、まずクレタ人の意味が不確かです。 

DISでいう term-definition を行ってみましょう。 

ここでいうクレタ人はとりあえずクレタ島出身であることはまあ間違いないのでしょうが、このクレタ人がすべてのクレタ人なの

か、それともクレタ人の一般的な傾向なのかということが不確かです。 
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例えば、「日本人は背が低い」といっても例外のように 2 メートルを超えるような人もいるわけですから、この場合の日本人は

「すべての日本人」ではありませんね。あくまでも、「日本人は一般的傾向として」という意味になります。 

その一方、「日本人は日本国籍を持っている」となった場合は、すべての日本人が日本国籍をもっているわけですから、この日

本人は「すべての日本人」ということになります。 

 

したがって単に「クレタ人は」といってもどちらなのかわからないわけです。一般にいえば、すべてのクレタ人に当てはまる事象

というものはなかなか無いと思われますので、「すべての」ということは考えにくく、あくまでも一般的な傾向を指すと考えたほう

が自然です。 

よってここで「クレタ人は嘘吐きだ」という言葉を「一般的にクレタ人は嘘吐きだ」という風に term-definitionによって解釈する

と、エピメニデスが一般的でなく、例外的に嘘をつかないクレタ人だとすると矛盾しませんね。 

パラドクスとはすべての仮定において結論が矛盾する場合を指しますので、エピメニデスが例外的に嘘をつかないクレタ人だ

として、発言内容が真実であると仮定すると矛盾しないこの解釈において、パラドクスは存在しません。 

逆に、この発言内容が虚偽だとすると、「一般的にクレタ人は嘘吐きでない」ことになるので、エピメニデスが例外的に嘘吐きな

クレタ人であるとすれば同じく矛盾はしません。 

 

 

次に 2段階目 

上の例で、クレタ人が「すべてのクレタ人」であると仮定します。論理とは言葉の上でのことでもありますので、このような一般

的には考えられない仮定も許されるわけです。 

さて、すると次に問題になってくるのが「嘘吐き」の意味です。 

ここで、「嘘吐き」が「常に嘘をつく人」か「嘘をよくつく人」かという問題が同じく起こります。 

後者だと仮定すると、「すべてのクレタ人は嘘をよくつく」ということになるわけですが、このときエピメニデスが真実を言っている

とすると、エピメニデスは例外的にこの発言で真実を言ったとすれば矛盾はしませんし、虚偽を発言したとすると、「すべてのク

レタ人は嘘をよくつくわけではない」ことになりますので、時には嘘をついていいわけでして、エピメニデスが例外的に嘘をつい

てもやっぱり矛盾しません。 

したがってパラドクスにならないことになります。 

 

それでは 3段階目。 

「クレタ人は嘘吐きだ」を「すべてのクレタ人が常にうそをつく」という意味に解釈したとします。 

この場合はやはりパラドクスになってしまうのでしょうか？ 

 

ところがそうはなりません。この場合でもパラドクスにならないのですね。 

論理学において重要な考え方に「否定」が存在します。 

all⇔someであり and⇔or、すなわち not all=someであり not and=orになるということです。（その逆もしかり） 

数学における集合の演算（ド・モルガンの法則とか）と同様の思考ができるかということですね。 

このことを踏まえて「すべてのクレタ人が常にうそをつく」というエピメニデスの発言が虚偽だったとします。 

すると「すべてのクレタ人が常にうそをつく」が正しくないわけですから、その否定事象が正しいことになります。 

「すべてのクレタ人が常にうそをつく」⇔「あるクレタ人は時には本当のことをいう」 

となるわけですので、エピメニデスが、「時には本当のことをいう」側のあるクレタ人でないとすると、エピメニデスが常に嘘をつ

いてもいいわけですし、かりにエピメニデスが「時には本当のことをいう」側のあるクレタ人だったとしても、時には嘘を言っても

いいわけです。 

 not (常に(all)嘘を付く) ＝ 時には(some)本当のことを言う（時にはうそをつくでも等値） 



 not (全ての(all)クレタ人) ＝ ある(some)クレタ人が not 

ということですね。 

論理学的な（数学的な）演算記号であらわすと 

￢(∀x P(x)) ⇔ ∃x ￢P(x) 

となります。 

 

ちなみに、エピメニデスが本当のことを言っていると仮定すると、「すべてのクレタ人が常にうそをつく」に矛盾しますから（後は

エピメニデスがクレタ人ではないというぐらいしかないです）、結局エピメニデスは嘘をついているという結論が導き出されます。

これは、一種の背理法になります。 

エピメニデスが真実を言っているとすると矛盾しますが、虚偽を言っているとすると矛盾しないわけですから、エピメニデスは虚

偽を言っていると結論づけられるわけです。 

 

以上に書いてあることがよくわからない人は英語の文章で考えてみるとはっきりわかると思います。 

「すべてのクレタ人が常にうそをつく」 

“All Cretan always tell lies.” 

NOT “All Cretan always tell lies.” 

= “Not all Cretan don’t always tell lies.” 

= “Some Cretan sometimes tell lies.” 

となりますね。not all = some であり、not always = sometimes なんてことは英語の常識なわけです。 

さて、これでわかると思いますが、allの反対語は someであって noではないのです。 

実は all と noは論理学的には等値なのですね。no とか、never というのは、全て～ないという意味ですから、all と noは入

れ替えても調整すれば同じ意味の文章が組み立てられます。 

All Cretan always tell lies. 

=No Cretan tell truths. 

=All Cretan never tell truths. 

ということになるわけですからね。（ちなみに二重否定をしてしまうとひっくり返ってしまうので注意しましょう。） 

それについて someを allに変えてしまうと、もう調整しても同じ意味にはならないわけです。 

このあたりに、日本人の感覚と論理学との間に乖離があるので注意しましょう。 

 

最後に集合論で考察してみます。 

「全てのクレタ人が常に嘘をつく」を 

「全てのクレタ人」かつ「常に嘘をつく」と構成します。（本当はこの構成は正しくないです。本来ならば∀x P(x)と構成する必要

がありますが、とりあえず意味は通るので。） 

A＝「全てのクレタ人」、B＝「常に嘘をつく」としますと A∩B となるわけですが、 

この否定形はドモルガンの法則より￢(A∩B)=￢A∪￢Bですので、「あるクレタ人」又は「時には本当のことをいう」となります。 

したがってあるクレタ人が常に嘘をつく(B∩￢A)のでもいいし、全てのクレタ人が時には本当のことをいう(A∩￢B)のでもい

いわけですが、それを包含するのがあるクレタ人が時には本当のことを言う(￢A∪￢B)ということになるわけです。 

 

※図参照 



 

 

 

 

 

 

A（全てのクレタ人）が黄色＋緑 

B（常に嘘をつく）が青＋緑 

￢A（あるクレタ人）が白＋青 

￢B（時には本当のことを言う）が黄色＋白 

A∩￢B（全てのクレタ人は時には本当のことを言う）が黄色 

A∩B（全てのクレタ人は常に嘘をつく）が緑 

￢A ∩B（あるクレタ人は常に嘘をつく）が青 

￢A∩￢B（あるクレタ人は時には本当のことを言うが、かつあるクレタ人は常に嘘を言うし、かつ全てのクレタ人が時には本当

のことをいう）が白（空集合っぽいですね） 

A∪B（全てのクレタ人が常に嘘をつくか、または全てのクレタ人が時には本当のことをいうか、またはあるクレタ人が常に嘘を

つくか）が黄色＋青＋緑 

￢A∪￢B（あるクレタ人は時には本当のことをいう）＝（あるクレタ人は時には本当のことをいう、またはあるクレタ人は常に嘘

をつく、または全てのクレタ人が時には本当のことを言う）が黄色＋青＋白（つまり緑以外） 

となります。 

 

 

Aは「全てのクレタ人」、Bは「常に嘘をつく」 

∩は「かつ」、∪は「又は」、￢は「否定」を意味します。 

詳しくは書きませんが、上のそれぞれの集合に合わせて考えてみてください。 

A∩Bが間違っているわけですから、A∩B以外つまり￢(A∩B)が正しくなるわけですね。 

そして、￢(A∩B)とはつまり￢A∪￢B と同値ですから、（ベン図で確認してみてください）結局この中に B∩￢Aや A∩￢Bも

もちろん￢A∩￢B も含まれるわけですね。 

 

第六章 第三節 間接証明 

第六章 第三節 間接証明 

evi なしで証明することができるのか、という関東と関西の DISスタイルの違いでよく問題になる部分について述べたいと思い

ます。 
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ある事実があったとします。その事実の真実性を直接証明する証拠が存在すればそれがベストです。これを直接証拠といいま

す。 

しかし、直接証拠がなければもうその事実は証明できないのでしょうか？ 

そうではないでしょう。 

直接の証拠がなくとも、それ以外の事実を積み重ねていけば、論理的に証明したい事実の存在が間接的に推認できる、そうい

う証明が可能であるはずです。 

これを、間接証明、といいます。 

 

例を挙げてみましょう。 

事実１：例えば、夜寝る前には、雪は振っていなかったし、積もってもいなかった。 

事実２：朝起きたら雪がつもっていた 

 

この二つの事実と、「雪が積もるには雪が降る必要がある。」「雪が積もる前と積もった後の間に雪は降っている」という論理

（正確には理論ですが）から、 

「昨夜寝ているうちに雪が降ったはずだ（もちろん周囲で）」という結論が導き出されます。 

 

すると、人工降雪機を使ったなどのおよそ考えにくい事態を除けば、「昨夜雪が降った」以外の結論は導き出せないことになり、

結局この「昨夜寝ている間に雪が降った」という事実が推認され、間接的に証明される、ということになります。 

ちなみに、この間接証明に必要な事実、この場合だったら事実１，２を間接事実といい、これを証明する証拠、この場合だった

ら事実１、２の証拠を間接証拠、といいます。 

この間接事実と間接証拠による推認（間接証明）が、Theory of Theoriesの第二章第二節Ⅱb) で述べた、「factに準じる

扱い」ということになります。 

 

 

さて、ではこの間接証明は絶対なのかというとそうではないのです。 

この事実１，２を積み重ねただけだと、「昨夜寝ている間に雪が降った」という事実の間接証明が可能です。 

しかしそこに別の事実をさらに積み重ねると、この間接証明による推認が崩されてしまう場合があります。 

例えば 

事実３：雪はうちの庭にしか積もっていなかった（庭はそんなに広くない） 

この事実を積み重ねると、今度はおよそ自分の庭にだけ雪がふるという想定しがたい事態が無い限りは、雪が降ったとはいえ

ないことになるわけです。 

むしろこの場合は「誰かがうちの庭に人工降雪機をつかったのではないか」という結論のほうがうすうすと信憑性を帯びてくる

わけですが、これだけでは真偽不明ですね。 

すると、この場合では証明責任の問題に結局帰着され、「昨夜寝ている間に雪が降った」という事実があったかなかったわから

ない場合は、客観的立証責任を負う側（ふつうは、ある事実があったことを証明する側が負います）の肯定側に不利益が負わ

され、結局「昨夜寝ている間に雪が降った」とはえいない→「昨夜寝ている間に雪は降っていない」ものとする、ということになり

ます。 

 

証明のための間接事実に、別の間接事実も一緒に積み重ねると、推認が崩れてしまうのです。 

この間接証明による推認の崩し方を、間接反証、といいます。 

上述の通り、真偽不明に持ち込めばいいわけですから、「反証」ですね。 

 



これを DISにおいて応用すれば、オプレが示す ASQの各事実が間接事実。そのエビが間接証拠。 

これらから論理的に導き出す作業が間接証明による推認ということになるわけです。 

だから、直接証明するエビがなくてもつまり直接証拠がなくても、DISにおいて事実（間接事実になります）から論理的に導き

出された結論は、間接証明によって事実に準じて扱うことが可能になるわけです。 

その際にはもちろん、「そもそも論理的導出方法に誤りがないのか」「間接反証になる事実が存在しないか」ということに注意を

払う必要はあります。 

しかし、直接のエビがないから ASQでは扱えないということが誤りであることは気がついてもらえるでしょうか。 

 

第七章 argumentのための知識 

第七章 argumentのための知識 

argument を有効にするためには知識が必要です。上ではセンスによる argumentについて語りましたが、社会問題につい

て語る以上、知識は必ず必要になるのです。DISでは Debate と違ってリサーチをあまり熱心に行いませんが、やはりリサー

チによって前提知識を身につけておくことは必須であると思いますし、センスに頼って argumentをしていても、結局表面的な

結論しかでないことが多いです。ゲームとして DIS を楽しむのであればそれでもかまわないのでしょうが、社会問題に話し合う

以上は、やはり最終的には社会に伝えても恥ずかしくないような議論をするべきではないかと思います。 

反駁をする際には知識の不足をセンスで埋めることはできる場合がそれなりにありますが、立論をする際にはそのとっかかり

として知識が求められることが多いです。 

また、知識がないと陥ってしまう落とし穴みたいなものも、存在します。人間の議論のセンスとはそれほど確かなものではない

のです。 

次に、その典型例を示したいと思います。 

 

第七章 第一節 dihydrogen monoxideの恐怖 

第七章 第一節 dihydrogen monoxideの恐怖 

 

アメリカで 14歳の少年が講演を行い、50人の大人たちに dihydrogen monoxide という化学物質の性質について、  

 1:異常な発汗や嘔吐の原因となる。 

 2:酸性雨の主成分である。 

 3:気体の状態では強烈な爆発を起こす。 

 4:自動車のブレーキを効き難くする 

 5:腐食を促進する。 

 6:大量に摂取すると死亡する。 

7:企業はこの物質を毎日何百万トンも垂れ流し、事実上これを規制する法律は無い 

 

と説明し、この化学物質の使用禁止に賛成か反対か回答を求めました。 

 

さて、あなたは賛成ですか？反対ですか？ 

もちろん理由もつけて考えてみてください。 

 

第七章 第二節 dihydrogen monoxideの恐怖 解答編 

第七章 第二節 dihydrogen monoxideの恐怖 解答編 

 

反対と答えたあなた・・・・こんなに危険な物質の使用を続けてもいいのですか？ 
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なぜ反対なのですか？その理由は？ 

 

 

 

賛成と答えたあなた・・・・見事に罠にはまった人です。 

 

さて、では答えの前にこの物質の正体を探って見ましょう。 

hydrogenは水素＝Hです。 

oxideは oxygenつまり酸素＝Oからきている言葉で、酸化物を指します。 

すると化学においてmonoは 1、diは 2 を指しますから 

dihydrogenは二水素、monoxideは一酸化物になります。 

したがって dihydrogen monoxideは一酸化二水素、つまり H2O＝水です。 

これに気づけるかどうかで、結論がまったく違います。 

 

例えば、二酸化炭素を英語で carbon dioxide といいますが、これを知っていれば水を化学的にはこういうということに気づけ

ると思います。まあ、二酸化炭素と違って水をこういう言い方はしないのですけどね。 

以上は、知識がないと簡単に情報に踊らされてしまう、という例でした。上のデータは何一つ嘘ではありませんが、しかし結論

の水を使用禁止にするなどということはありえないわけです。生きていけません。節水とかでの一時的なものは別ですけど。 

だから argument をするときは前もって知識をつけておくのが大事です。 

 

第七章 第三節 argument 練習問題 

第七章 第三節 argument 練習問題 

ところで、実は大事なのは、水と気づけるかどうかだけではありません。仮に argumentになったときに、dihydrogen 

monoxideが水だと気づけない場合、どうやって上のそれぞれのデータを覆せばいいのでしょうか？ 

これができるかどうかが、argumenter とそれ以外の差だと思います。 

 

第七章 第四節 練習問題 解答編 

第七章 第四節 練習問題 解答編 

 1:異常な発汗や嘔吐の原因となる。 

水飲みすぎるとなりますよ。 

 

 2:酸性雨の主成分である。 

→酸性雨だって雨なんですから、当然主成分は水です。これは比較的簡単なヒントにもなっています。 

 

 3:気体の状態では強烈な爆発を起こす。 

水蒸気爆発を指しているのか、それとも気体の水素と酸素が 2:1の割合で存在している状態=水素爆鳴気を指しているのか

謎なのですけど、とにかく水にはそういう性質があります。 

 

 4:自動車のブレーキを効き難くする 

当然水が路面にあったら聞きにくくなります。 

 

 5:腐食を促進する。 
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赤錆の原因は水ですね。 

 

 6:大量に摂取すると死亡する。 

水中毒というのがあります。今年にもアメリカで水の大飲み大会で一人女性がなくなっています。飲みすぎで。 

 

7:企業はこの物質を毎日何百万トンも垂れ流し、事実上これを規制する法律は無い 

排水規制というのはありますが、これは排水中に有毒物質が含まれている場合であって、本当に水だけを排水しているのであ

れば規制されません。まあ当たり前といえば当たり前のことです。 

 

 

とまあ、水と知っていればこれらの性質にはどうとでも説明がつくのですが、水と知らない場合に、どうやってこれらのデータを

覆すのでしょうか？ 

実は、気づくべきことはたった一つで、「使用禁止になる化学物質とは一体どういうものか？」ということなんですね。 

有害な性質をもつ物質を全て使用禁止するなどということは実際ないということに気づければ、データから結論への論理の飛

躍に気づけるでしょう。 

 

使う際に慎重に注意しないと非常に危険で、身体等に有害な物質であって、それを利用する価値が一般人にとってあまり高く

ないもの、が一般に禁止されていると思われます。 

禁止といっても、とにかく誰でも禁止、というものから、法で定められた場合に限って使用ができるものなど色々あります。 

例えばおよそ致死性の非常に高い毒ガス(VFX ガスなど)の類は誰でも使用できません。 

核燃料の類は国に限って使用できます。 

麻薬の類は医者に限って使用できます。 

など 

 

ですね。だから、ある化学物質を使用禁止にするというのは、それがどういう時に、どう有害で、その被害の発生を防ぐ方法は

あるかということや、その物質を使用する利益等を比較衡量して、どのように規制するのがベストか、あるいは規制しなくてもい

いかということを総合して考慮しているのです。 

ひたすら有害な面だけを強調して使用禁止にすべきだといってもその結論が必ずしも導けるとは限らないのですね。要考慮事

項の一片しか示していないわけです。 

 

そう考えて反論を考えてみれば、簡単です。 

・このデータだけでは使用禁止かどうかは結論ができない。 

・例えば酸素は、原子状態では猛毒だし、分子状態でも火災を促進し、時には爆発も起こす。しかし酸素自体の使用を一律に

使用禁止にしたら、そもそも人間は呼吸ができなくなる。 

・他にもガソリン、小麦粉、食用油など爆発の原因になるものが使用されているが、爆発の原因になるという害の発生だけを理

由に禁止されてはいない。用途が制限されていることはあるが。 

・結局、総合的考慮が必要なので、示されたデータだけでは解答不可能である。 

 

そうすると、この物質が水だと気づけない場合の正しい解答は、賛成でも反対でもなく、保留になるわけですね。 

客観的立証責任の観点から、真偽不明なので反対、ということもできますが、議論が熟していないので保留するのが正しいと

思います。客観的立証責任は、議論を尽くしてもなお真偽不明の場合にのみ限って使うのがベストです。 

 



以上です、どうだったでしょうか。知識が無いと陥る危険な情報と論理の飛躍の罠と、そして知識無しでもこのような罠を回避

する方法、センスについてでした。 

 

第八章 第一節 argument 練習問題 類題編 

第八章 第一節 argument 練習問題 類題編 

 

それでは、類題です。 

 

アメリカの調査結果により、パンはとても危険な食べ物だということがわかった。 

以下がその理由である。 

1) 犯罪者の 98％はパンを食べている 

2) パンを日常的に食べて育った子供の約半数は、テストが平均点以下である。 

3) 暴力的犯罪の 90％は、パンを食べてから 24時間以内に起きている。 

4) パンは中毒症状を引き起こす。被験者に最初はパンと水を与え、後に水だけを与える実験をすると、2日もしないうちにパ

ンを異常にほしがる。 

5) 新生児にパンを与えると、のどをつまらせて苦しがる。 

6) 18世紀、どの家も各自でパンを焼いていた頃、平均寿命は 50歳だった。 

7) パンを食べるアメリカ人のほとんどは、重大な科学的事実と無意味な統計の区別がつかない。 

 

さて、誰もパンが危険な食べ物だとは思わないわけですが、ではこのそれぞれのデータつまりエビデンスをどうやって否定す

ればいいのでしょうか？ 

これが今回の課題です。 

うえので dihydrogen monoxide と違って今回の命題は使用禁止かどうかではなく、あくまでも危険かどうかなので、

dihydrogen monoxideのときと同じ回避方法をそのまま使用することは難しいです。 

 

これについては前に述べた、統計学の相関と因果の関係をうまく利用することがポイントです。 

 

第八章 第二節 argument 類題 解答編 

第八章 第二節 argument 類題 解答編 

では、解答例を。 

1) 犯罪者の 98％はパンを食べている 

犯罪者以外のデータがありませんね。犯罪以外の人もおよそ 98％の割合でパンを食べているのであれば、およそ人の 98％

はパンを食べているので、パンと犯罪者との間に相関関係がそもそもありません。 

当然因果関係の説明もありません。 

また、これはアメリカだからパンが上がっていますが、パンを食べない国では犯罪がパンを食べる国に比べて目に見えて少な

い、といったデータもあげてほしいところで、結局この統計データはこれだけでは意味を持たないのです。 

 

2) パンを日常的に食べて育った子供の約半数は、テストが平均点以下である。 

そもそも、分散の理屈から、テストを受けた者の約半数はテストが平均点以下になるにきまっています。多少のずれはあります

がね。 

なんのパンとテストの点数の相関関係も因果関係も示されていません。 
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3) 暴力的犯罪の 90％は、パンを食べてから 24時間以内に起きている。 

一日あれば、普通はパンを食べますね。 

暴力犯罪の前は絶食するというのはあまり考えにくいです。テロとか、誘拐・監禁とか、強盗に失敗して包囲されてしまった場

合は別でしょうけど。 

そもそもパンと暴力犯罪の相関関係が示されていませんし、因果関係の説明もありません。 

パンを食べない国のデータもほしいところですしね。 

 

4) パンは中毒症状を引き起こす。被験者に最初はパンと水を与え、後に水だけを与える実験をすると、2日もしないうちにパ

ンを異常にほしがる。 

およそ人間には食べ物が必要です。これは中毒というよりも食欲です。また、パンではなくても食料であれば、たいていのもの

でこの症状は発生します。 

 

5) 新生児にパンを与えると、のどをつまらせて苦しがる。 

新生児は固形物を食べられません。これは、パンがではなくて固形物の問題です。 

 

6) 18世紀、どの家も各自でパンを焼いていた頃、平均寿命は 50歳だった。 

パンとの間の相関関係が示されていません。これをいうのであれば、自家製パンをもっぱら食べている家庭は、現代でも平均

寿命が短い必要があります。 

そのデータもないし、因果関係もありません。 

 

 

さらにいうならば、一般論として危険の定義から攻めていく方法もあります。危険というのは絶対的なものではなくて、相対的な

ものだと定義します。なんだって扱い方を間違えれば損害が発生する以上、危険性が高いものや、低いものというふうに分け

られても、危険性があるか、ないかという風には分けられない、と考えるということですね。 

すると、dihydrogen monoxideの時ににて、危険性の高低については用法や、被害の程度などを総合考慮してきめること

になるとすれば、結局データは足りないという結論に持っていくことも可能です。 

 

と、以上に述べたように、厳密に考えればこの統計データは何の証明力もないのです。統計データに踊らされてはいけません。

統計データを証明に、つまりエビデンスとして使用する場合は、注意しなければならないことが改めてわかってもらえたでしょう

か。 

 

終章 終わりに 

終章 終わりに 

他にも色々書くことはあるのですが、めんどうなのでこの辺で。 

質問があったらコメントしてください。 

 

では、以上で argument theory終わりです。 

お疲れさまでした。 

長々とお付き合いいただきありがとうございます。 
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