
Comparison 
～始めに～ 

どーもー！法政大学市ヶ谷キャンパス 3 年の青野秀幸です。「ひで」とか「でーひー」とか呼ば

れています。初めましての人もそうでない人もどうぞよろしく！ 

ここでは自分の考える Comparison についての考えを伝えたいと思います。タイトルのまんまで

すねｗ 全くひねりませんでしたｗｗｗ 

レクチャーを始める前・このマテを読んでもらう前にみんなに伝えておきたい事があります。 

それはこのレクチャーもあくまで一意見であるということです。何人もの人が作る Discussion に

絶対なんて無いと思うから。 

このレクチャーはただの考える手助けとして扱って下さい！ 

 

前置きはこれくらいに以下の Contents に関して書いていきまーす＾＾ 

ちなみにこのレクチャーは僕の好きな漫画の画像が盛り込んでありますｗｗｗ 

 

～Contents～ 

 

 

法政大学市ヶ谷キャンパス 

     JIDM 委員 3 年  青野 秀幸 (ひで) 

 ←「範馬刃牙」の烈海王ｗ 漫画で最近オーソリ下がっているキャラですｗ 

  

※別紙マテには 

色々な Comparison、Comparison で必要な視点･Treat、Comparison での反論、Criteria comparison、

Decision criterion、Comparison の謎 

等を予定しています。内容増えたり減ったりするのでご了承をｗ 

 

※別紙マテは当日配布します。来なかった人にはスカイドライブ等にアップするので興味があっ

たら見てみてね＾＾ 

 

 

 

 
 ～Contents～ 

①Comparisonとは？Comparisonの概念とは？ 

②Logic の構造 

③アイディア 

④3Criteria comparison に関して 

⑤最後に 

 



①Comparison とは？Comparisonの概念とは？ 

 

A．何するの？ 

－施工する政策（Mandate）を採ったことによって起きるであろう「良いこと（AD）」と「悪い

こと（DA）」の比較です。これで結論（Conclusion）だしますよー。大事だね！ 

通常は 3Criteria comparison が採用されて、QL･QT･TG の 3 要素で比較するよね！ 

 

B．Goal は？ 

－Narrowing で言っているあれだね！ 

 

Goal of Discussion 

1．AD＞DA→Take plan 

2．DA＞AD→Not take plan（Keep the SQ） 

3．AD＝DA→Not take plan（Keep the SQ） 

4．AD？DA→Not take plan（Keep the SQ） 

 

 

 

以上が Comparison による Discussion の結論ケースだね。 

ちなみに、この Narrowing でのコンセは Discussion の議論中

に変わりうるから絶対では無いよ！例えば、Spike plan とかで

AD＝DA の状態から Take plan したりするよね。これは

Discussion で決めていくからね。 

 

 

↑「テニスの王子様」の越前リョーマｗ この漫画は格闘漫画として楽しく読んでいましたｗｗ 

 

C．比較って何と何をしているのだろー？ 

－これがよくごっちゃになりますよねー！（レクチャラ－やっているオレもｗ） 

これは二つの Case に分けられると考えています。 

Case of comparison 

1．AD（AP’s merit） VS  DA（SQ’s merit） 

2．AD（Harm）VS DA（AP’s new harm） 

 

 

大事な Point は同じ土台で比べているということ。AP の良いトコロと AP の悪いトコロ 

はそのままじゃ比べられないということだね。 

AP の良いところと AP の悪いところどっちが重要？という Approach ではなく、 

AP の良いところと SQ であった良いところどっちが重要？という Approach だね！ 

  



さらに言うと、Harm と New harm の悪さを比べる事で、AP で無くす良いこと(AD)と SQ で良か

ったことの良さを比べているのです！ 

何が言いたいかって結局、同じ事をしているよってこと！ 

 

②Logic の構造 

－まずは普通の Logic の復習でーす 

A＝B 

 

 C＝B   左のように＝でつなげるようになっているのが Basic な Logic だよね 

 

A＝C 

 

次に Comparison で Examine する Logic は以下のようになります。 

AD＞DA 

 

 ○～～～＞×～～～（J/G should put priority ○～～～） 

 

AD＝○～～～ J/G should respect ＠＠＠ 

DA＝×～～～ 

  ○～～～＝○＠＠＠ 

  ×～～～＝×＠＠＠ 

1 個目の Logic で Stance（AD side か DA side か）と AD と DA の違い（Difference）を示します。 

そして、2 個目の Logic でその Difference が J/G の Stance を踏まえるとどう影響してくるのか？

J/Gはどういう方向性を採るべきなのかを自分なりのTask of J/Gに結びつけて論理を形成するも

のと僕は解釈しています。 

 

Ex)QL のお話 Topic:死刑 Mandate:死刑廃止＋絶対終身刑 

 

AD (Harm):死刑囚が死にたくないのに死んで○S/M   DA:死刑囚が終身刑で苦しんで○S/M 

 

AD（Harm）＞DA 

 

  J/G should respect non-recover thing 

 

Harm:×recover     J/G should avoid × room to make better situation 

DA:○recover 

  ×recover:×possibility to be better situation 

  ○recover:○ possibility to be better situation 

 



以上が Logic の構造になります。 

ここで、特に注意して欲しいのが 2 個目の Logic です。最近の Dis 界ではここの Logic が無いこ

とが多いので注意！ 

 

③アイディア 

 

A．Idea を考える上での姿勢 

－とりあえず、価値観丸出しでいーから、Tittle･Topic に関して思うことを素直に考えること！直

観第一！ 

 

B．Idea を考える上での指標 

－なかなか考えつかないなら、以下の Q に直観で答えてみましょう！全部答えなくていいよー 

 

① 日本政府が一番大事にしなければならない事は何？ 

② 人が一番大事にしなければならない事は何？ 

③ Title で一番考えなければならない事は何？ 

④ 各 Topic で一番考えなければいけないのは何？ 

(Ex)いじめで一番重要なことは何？) 

⑤ 各 Title・Topic の存在による日本への影響は何がある？ 

(Ex)体罰があることによる影響って何？) 

 

  

↑トリコ」のトリコと GTロボｗ トリコはワンピースやナルトと並んでジャンプを支えていると思いますｗ 

 

 

以上の Question は例年のコンパリレクチャーからパクってますｗｗｗ 

でも、これにはオレもお世話になったので保証はしますぜ（･∀･） 

 

 

 

 

 



C．Format への落とし込み方 

－これは 3Step かねー。 

 

1．文章化 

－上の Q に殴り書きで答えるだけですな！例えば①なら「日本政府は何より国民に対して平等じ

ゃなきゃ駄目じゃね？」とか、④なら「先生が生徒に手を上げるなんてありえないっしょ(体罰の

ケース)」とか、こんな感じになりますー。 

 

2．Stance を確認 

－自分の Idea が AD 側なのか DA 側なのか決めること。①だと RSN 次第でどっちにもなってし

まうけど④だったら AD 側になるよね。ここでは何も片方に Stance を絞らなきゃいけないわけじ

ゃないから色々考えてね！ 

 

3．Logic化 

－ここに来て初めて Logic、これから先の展開を考えいきます。 

ここでは“結論”とその理由になる“自分の意見”を Logic によりひたすら深めて、その後に Criteria

だとどれに当たるのかを考えていくといった具合です。 

 

例 1       例 2 

J/G should take the plan.             C/P＝あるべき 

 

         J/G shouldn’t make death     Much educational effect = あるべき 

 

AD= × make death        自分の Idea   C/P＝leads much educational effect 

 

 

④3Criteria comparisonに関して 

－これは QL・QT・TG と限定された 3つの Criteria でコンパリをするという一度はみんな見たこ

とがあると思われる Comparison の王道。まあ、このためにわざわざ SOH､AD、DA それぞれの

Area で Impact を確認しているからねー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD Criteria DA 

  >=<   

  QL   

  QT   

  TG   



A．Procedure 

－以下のカンジが王道かな？ 

 

Procedure of comparison 

1. Confirm 3impact of AD&DA 

2. Confirm AD>DA idea & examine 

3. Confirm DA>AD idea & examine 

4. Conclusion 

 

B．Basic criteria idea 

 

1．Recoverity－QLによく使われる 

･･･治癒可能か否か。(日本語あっているか自信ないですｗ)。 

最初の方で紹介した、Death=×Recover ～～～＝○Recover ってやつだね！ 

 

2．Alternative way－QL によく分類される。TGにも分類されることも。 

･･･日本政府が解決できる唯一の機関かかどうか。 

Ex)医療問題「安楽死」AD(Harm):患者さんが死にたいけど死ねない S/M、DA:医者が安楽死した

くないけどする S/M の場合。 

 

患者さんは不治の病から来る S/M で日本政府が安楽死認めること以外 Happy になれない。 

でも、安楽死させたくなくてもさせざるを得なかった医者の S/M は家族とかが慰めてくれるか

ら、日本政府じゃなくともなんとかなるでしょ？だから AD>DA という議論です。 

 

3．Term to keep harm (Time frame)－QL に使われる 

･･･Impact(QL)がどれだけの期間続くのかどうか。 

Ex)刑事問題「死刑」AD(Harm):死刑囚が死刑で死にたくないけど死んでしまう S/M、DA:被害者

遺族が死刑囚に死刑で死んで欲しいけど死刑無いから死なない S/M の場合。 

 

具被害者遺族は事件のことをだんだん忘れていって最後には忘れちゃうけど、死刑囚は死刑受け

るのが怖くて続くから AD>DA じゃない？といった議論です。 

 

4．Term to appear impact (Quick impact)－QL に使われる 

･･･Impact の発動速度。 

Ex)刑事問題「死刑」AD(Harm):死刑囚が死刑で死にたくないけど死んでしまう S/M、DA:死刑囚

が絶対終身刑を受けたくないのに受ける S/M の場合。 

 

死刑廃止した瞬間に OP の TG である死刑囚は AD の Impact が得られるが、DA は終身刑に服し

てからしばらくかかるよね。だから AD>DA じゃね？といった議論です。 

 



自分的にこの Quick impact という Criteria は Plan comparison をしている時に使うべき Criteria な

のかと思っています。なんかこの Criteria を AD vs DA で優劣付けても何が AD もしくは DA の

優位性になったのかいまいちわからないと思うので。 

 

5．Degree of impact (hardness)－QL に使われる 

･･･Impact の辛さ(良さ)の程度。 

Ex)教育問題「体罰」AD(Harm):生徒が体罰受けたくないのに受けてしまう S/M、DA:教師が体罰

したいのに出来ない S/M の場合。 

 

生徒って体罰による身体的痛みを受けての S/M だよね。それに対して、教師って身体的痛み被

ってない S/M。身体的痛みを受けている方がよりきついから DA>AD じゃない？といった議論で

す。 

 

6．Risk to happen impact (Sureness)－QL に使われる 

･･･Impact が起こる確立。 

Ex)AD の Solution で Some cut あって、DA は Link が All stand。これって Riskで DA>AD じゃな

い？っといったアイディアです。 

 

7．Tendency－QT によく使われる 

･･･Impact の発生件数はどんな傾向にあるのか。これは Evidence 勝負の Idea です。 

Ex)Harmが現状で減少傾向にあるというコンセンサスをとっておき、普遍的続く DA や今後増え

ていくと予想できるDAを出して TendencyではDA>ADじゃない？それならQTでDA>ADとい

った具合です。逆でももちろん出来ます。 

 

8．Contribution 

･･･日本政府への貢献度。 

Ex)教育問題「モンスターペアレント」AD(Harm):教師が無理なクレームを受けたくないのに受け

てしまう S/M、DA:モンスターペアレントがクレーム言いたいのに言えないという S/M の場合。 

 

教師は公務員として学校で働き、日本政府に貢献しているが、モンペってただクレーム言ってい

るだけでそんな貢献していなくない？だから AD>DAじゃない？とかいう議論です。 

 

9．Voluntary harm 

･･･自業自得か否か。これは定義に注意しましょう。定義によってごちゃったり、すぐ切られて

しまうなどと変わり得ます。有名な Criteria かつ容量の都合上例は割愛でｗ 

 

10．Emergency 

･･･緊急性のある Impact なのか否か。これは意外と見ないかも。この Criteria には色々組み合わ

せられるかも。例えば Solution･Link cut や Risk comparison でもう片方の Impact の発生確率を極



限まで弱めておいて、こんな Risk じゃ緊急性少ないって言うとか。現状の日本政府のスタンス

とかも使いやすいかも。容量の都合で具体例は割愛させてもらいます。 

 

 

C. Way to decide conclusion 

－ここでは考え得る結論へのアプローチを紹介します。全部で 4 つ。 

 

1． Number of idea 

－単純に Idea の数だね！例えば AD>DAが 2 個で DA>AD が 1 個なら AD side の勝ち、すなわち

Take plan という結論になります。これは論理的では無いなどの批判をくらう可能性がありますｗ 

 

2．Off set 

－これは＝にしちゃいましょうってやつです。例えば AD>DAが 2 つ､DA>AD も 2 つの場合みん

な＝にして Not take plan にしちまえ！っていう結論です。あとは、似ている Criteria の Idea を Off 

set にして Idea を削る際にも使います！ 

これも Not sure を Sure にするのが Dis だろうがっていう反論を食らう可能性がありますｗ 

 

3．Criteria comparison 

－これは QL､QT､TG もしくは QL とかの中で出た Criteria でどの Criteria が重要かを比較するモ

ノです。これは難しいので別紙にて説明できたらしようかと思っています。 

 

4．Decision criterion 

－これは、絶対的基準に従い結論を導くというものです。AD>DA が 1 つ絶対的な Criterion で

Out weigh をし、他の Criterion で DA>AD が 4 つあっても Take plan になるっていうものすごいモ

ノです。正直これは激ムズだと思います。別紙にて説明できたらします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤最後に 

色々つらつらと書いてきましたが、最後に伝えたいコトを書きたいと思います。 

伝えたい事は、 

 

Comparisonにもっと重きを置くべき！！！ 

 

という事です。 

 

まあ Comparison までたどり着くのが難しいっていうのはその通りなのだけどねｗ 

一応、意識を少しでも変えて欲しいという意図で以下に書こうと思います。オレは先輩とかに以

下のように聞いて意識が変わったので。 

重きを置くべき・Comparison を勧めるには様々な理由があります。オレからは 3 つ提示したいと

思います。 

 

1．Format の性質 

－Problem-Solving-Format は Comparison に主軸が置かれる Format であり、そのため Theory､

Area task というものが設置されています。ここから考えると、Comparison のための検証と言っ

ても良いくらい比較して結論を出すことは重要と言えるよね。 

 

2．Comparisonの性質 

－オレはこの Comparison area が議論をする力・考える力を最も養える Area だと思って、Dis

力のためにも Comparison をするのが良いと思っています。なぜなら、Discussion で使うほぼ全て

の Skill を Comparison では使うと思うから。 

イメージしてみてください。Theory をそんなに使わない反論、イメージさせ･浸透させるプレゼ

ン、広い視野でどこを話しているかの確認、定義への質問、ここを話そうという提案と色々使っ

ていると思わない？オレの尊敬する先輩が「Comparison は総合格闘技だ」って言っていて、ま

さにその通りだなって最近しみじみ思っていますｗ 

 

3．Policy determining discussionの性質 

－オピメの政策を採択するかどうか、もしくはどんな政策を採択すべきなのかというテーブルの

意思を決定するのが PDD ですよね。この意思決定に関して、日常から考えて少なくとも比較っ

て必要ですよね。僕たちがやっている PDD の性質と意思決定の性質から考えて Comparison はや

っぱり必要なのかなって。 

 

まあ以上 3 つの理由から Comparison にもっと重きを置こう！ってのが伝えたい事です。 

 

なんか偉そうだなｗｗ 実際オレも毎回 Comparison をしているわけではないのだけど、

Comparison って Idea が出れば、なんだかんだ盛り上がるから是非とも経験を重ねて欲しいで

す！！！ 

 



結局、俺が言いたい事は 

 

ってことですｗ 

みんなで Comparison をしよう！！！ 

 

まあそんなカンジであと書きも終わりです。 

 

最後まで読んでくれてどうもありがとう！ 

 

このレクチャーが少しでもみんなの手助けになったら幸いです。 

みんながこれから Comparison に挑戦を繰り返し、自分の思う事を話したり、反論受けたりして

テーブルを盛り上げてくれることを心から祈っています。 

 

なんか質問あったらいつでも連絡下さい♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

法政大学市ヶ谷キャンパス 

     JIDM 委員 3 年  青野 秀幸 (ひで) 
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