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The World of Logic 
 

＜始めに＞ 

今回ロジックのレクチャーをさせていただくことになりました、東洋のみっちーこと三橋

です☆ 今まさにエデュケの真っ最中で、特に２年生のみんなは１年生相手にいろいろと

奮闘していることと思います。このマテは、そんな２年生が後輩にロジックを教えていく

上で、参考になってくれるように作りました。なんか話が多々横道にそれるので読みにく

いかと思いますが、そこは目を瞑ってやってください。ぜひこれでロジックを理解し、自

分にとっての成長にきっかけに、そして後輩にもしっかりとロジックを教えられるように

なってくれることを期待しています。それでは頑張っていきましょー！ 

 

The World of Logic  ～Contents～ 
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Ⅰ,Introduction 

ディス界で使われているロジックは、イギリスの哲学者である Stephen Toulmin が、著

書「The Uses of Argument」の中で提唱したモデルが基になっています。本来は６つの部

分から成るのですが、ディス界ではそのうちの３つの部分、claim・data・warrant を主に

検証しています。（実際は他の３つも検証しているのですが、ディス界ではそれらのラベル

は無いですねー）ちなみにこの Toulmin’s model は世界共通で知れ渡っているので、Yahoo

や Google で検索すると、これについて書かれたいろんなページがヒットします。興味があ

ればぜひ調べてみてください。 
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なお、ロジックというのは「自らの主張の成り立ちを分かりやすく伝えるためのツール」

です。その上で大事なのは、ツールを用いてどのような主張を論じるか、といった議論の

中身の部分であることを留意しておいてください。 

それでは中身に入っていきましょう！ 

 

 

Ⅱ, Claim & Data 

Claim…The main point of argument. Claim is the proposition that you want audience 

to accept. 

Claim は「主張」であり、ロジックでもって支える部分です。主張無しにはそもそもロジ

ックは存在しえないので、とても大事なポイントになります。 

まぁ取り立てて難しい部分ではないので問題ないかと思いますが、ここで一応 Claim を構築

していく際の注意点を２つ明記しておきます。 

 

Claim 作りの注意点 

１、言葉の定義をきちんとしておくこと。 

言わずもがなだと思いますが、言葉の定義一つでそれ以降に立証すべきポイントや話の

流れというのは変わってくるので、きちんと説明・確認するようにしましょう！ 

 

２、主張は論争可能であること。 

分かりきったことや、単なる事実を Claim に据えるのは「主張する」ではなく「報告する」

に過ぎません。自分なりの考えを織り込んだものにしましょうねー。 

※ 余談になりますが、後輩にロジックを教えるときに、たくさん例を出しながら教えます

よね。この例もなるべく自分の“主張”にしたほうが望ましいと思います。形式を教える

上では当たり前のこと（例・ソクラテスは死ぬ。みたいな Claim）でもいいのですが、

それだけだといまいちデータやワラントの概念が教えにくい＆出しにくいのではない

かと思うからです。（試しに、「りんごは甘い。」という主張をロジックにおとしこんで

みよう！）また、反駁可能なロジックの方が様々な意見を抽出しやすいと思われるので、

論争可能な Claim を例に出すことをお勧めします。 

 

 

 

Data（Support）…It supplies the evidence, opinions, reasoning, examples, and factual 

information about the claim that make it possible for reader to 

accept it. 
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データは主張に対し、その理由にあたるものです。Because で接続される文章を指しま

すね。上の定義のところには様々なデータの例を挙げました。他にも statistics（統計）や

testimony（これは opinion に近いかな。証言って意味です。）がありますが、どれを用いる

かは、自分の主張と相談して決めてください。 

 

※ 上記の例に opinion というのがありますが、これを使う際に留意して欲しいことがあり

ます。それは、「事実、経験、適切な理由等に基づいたものであること」です。当たり

前のことですが、「俺がそう言ったから」とか、「みんなそうやってるから」というのは、

妥当な理由にはなりません。 

 

 

Ⅲ, Warrant 

さぁ、ロジックの鬼門とも言われるワラントです。多くの人がこのワラントの概念をう

まくつかめず、ロジック作りに苦労しているのではないかと思います。また、最近よく“誤

解しているワラント”というのも目にすることが多いです。このことは後述することにして、

大多数が苦手意識を持っている（であろう）この部分を今回はじっくりと解剖していきた

いと思います。なお、所々脱線すると思いますがご了承ください。笑 

 

Warrant…Warrants are the assumptions, general principles, the conventions of 

specific disciplines, widely held values, commonly accepted beliefs, and 

appeals to human motives that are an important of any argument. 

 

定義では、前提・一般原則・具体的規律の慣習・共有されている価値観・多くに支持さ

れている信念･人の気持ちへの訴えと順に挙げられています。そのどれも共通するのが、「内

的な要素であり、広く共有されている事柄。」ということです。（なお、appeal は後者に

は含まれないこともあります）  

 

さて、ここでディス界のワラントの定義・認識をここでチェックしてみましょう。 

 

ワラントとは…１、主観的であるもの 

       ２、Data と Claim を結びつけるもの 

       ３、Data との違いが良く分からない謎の奴 

 

といったところでしょうか。あっ、最後のはちょっと違いますね。笑 でも多くの人がワ

ラントを１，２のように理解し、３のように捉えているのではないでしょうか？ 少なくと

も自分が２年生のときはこんな感じでした。でも正直これだとよくわからないですよね。
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特に２とか、先輩からこうは教わったものの、具体的には掴めないよーって人は少なくな

いはずです。今回はそんな悩みを解消すべく、warrant がなぜ上記のように言われているの

かを一つずつ説明し、そしてそこから考察するロジックの作り方を説明していきたいと思

います。もちろん多くの余談を含みながら。笑 それではいざ warrant を探る旅へ！ 

 

 

疑問１：なぜ warrant は主観的であるものと言われるのか。 

これは warrant の性質（定義）を見ればなんとなく分かると思います。上に触れられて

いる通り、warrant というのは“内的な要素”なわけです。内的な要素とはどういうことかと

いうと、それぞれの人の心に存在する考え・思考、あるいは物事の裏に隠された事柄とい

ったところでしょうか。つまり、とある warrant が存在するか否かはその人次第である＝

主観的である、ということになるのです。 

 

でもちょっと待った。warrant の定義の中には general, widely held, commonly accepted

といった“一般・共有”を意味する語が並んでいます。これって自分だけの考え＝主観だけじ

ゃなくて、みんなもそう思う＝客観、という事にはならないのでしょうか？？ 

 

8 割方はイエスです。確かにみんなに共有されている時点で、客観的になるともとれるで

しょう。しかし、客観的というのは「誰もがそうだと納得できるような立場から物事を見

るさま」でなくてはいけません。すなわち、みんな＝100%の一致が求められるのです。 

しかし warrant は内的な要素であり、個々人の考えに基づくものなので、100%はあまり考

えられません。ただ、限りなく客観に近いものを用いることは可能です。 

 

この点から、warrantは客観に近い主観であることが望まれます。（ここで言う“望まれる”

というのは、あくまで切られないためにはそうある方が良いということなので、完全オリ

ジナルの warrant を否定してるわけではありませんよー）  

 

※ ちなみに Data が「客観的であるべき」と言われるのは、情報や証拠というのは「誰か

ら見てもそうだと言わざるを得ないもの」ということから、そのように言われていると

思われます。 

 

 

疑問２：warrant＝Data と Claim を結ぶつけるものってどういうこと？ 

これはお馴染みの三段論法（syllogism）で説明がつきます。 
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 A=B 

 

 

 B=C 

 

 

 

A=C 

 

が三段論法の形ですよね。ここの warrant に注目です。B というのは Claim の一部であり、

C は Data の一部です。なので見ての通り、Warrant とは Claim と Data の両方を含んだも

のなのです。 

なぜこのような形になるのかを例を出しながら説明します。 

 

ex) りんご（A）は甘い（B）。 

 

 

           果物（C）は甘い（B）。 

 

 

 りんご（A）は果物（C）である。 

 

といった主張があるとします。（あくまで形式論なので主張になりにくいけど簡単な例を用

います。） これを軸に説明していきましょう。 

 

主張したい事柄は「りんごが甘い。」です。とにかく甘さを主張したいのです。この述語

の部分がポイント。で、その理由に「りんごは果物である。」と持ってきました。 

 

“甘い”ということを証明したいのに、その理由の中に“甘い”という言葉は一言もありませ

ん。なぜかそれに代わって“果物”という言葉が出てきました。甘いことを主張しているのに、

なぜ果物という言葉が出てきたのか。そこに、“甘さ”と“果物”の関連性を見出すのです。も

し両者に関係性がなければ、理由が理由に成り得なくなってしまいます。 

こうして、「果物は甘い。」という隠れた前提を発見します。すると、「果物であるりんごは

甘い。」（Data と Claim の合体）ということになります。 
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このように、warrant が Claim と Data を結びつけるものというのは、Claimと Data の

関連性を見出し、なぜこの Dataが Claimを理由付けるものとして使われているのかを

明らかにする事なのです。 

これに関連した warrant の考察はまた後ほど述べることにします。 

 

 

疑問３: Data との違いって何？！ 

一番定番なのが、「Data は客観で Warrant は主観だ。両者の性質が違う。」ですが、先に

書いた通り、Warrant も客観に近いものに成り得るので、これだけだと分かりにくいです

よね。なので、Data と Warrant の違いを見つける簡易的なやり方を説明したいと思います。 

まずは以下の例を見てください。 

 

ex1) りんごは甘い。なぜなら果物は甘いからだ。 

ex2) 部活動は若者にとって悪いものだ。なぜなら勉強時間が減るのは若者にとってよくな

いからである。 

ex3) 明日は晴れるだろう。なぜなら天気予報は当たるからだ。 

 

３つほど例を出しました。どれも違和感を感じたかと思います。 

もう気付いているかと思いますが、これらの文章は、Data に当たる部分を Warrant に書

き換えてあるのです。では、なぜこれらが違和感に思えるのか。それは、Warrant に該当

する事実が明記されていないからです。 

 

例３を見てください。明日は晴れるだろうという主張に対し、理由は天気予報の信頼性

を置いています。天気予報の信頼性と明日の天気にはなんら関係性が見えませんよね。な

んで天気予報が当たるからって、明日の天気が晴れってことになるのか。そこには一つの

事実が隠されています。それは、「天気予報が明日は晴れと言っていた。」という事実です。

他の例も同じように、「りんごは果物である。」「部活動は勉強時間を削る。」といったよう

な事実＝Data が無いと、それ単独では主張を支える理由になりえません。Warrant はそ

れに関連した事実を必ず必要とします。 

なので、Data と Warrant を見分ける際の一つの方法としては、それ単独で理由になれるの

か。事実を必要としないのか。といったところを見てみるといいでしょう。 

 

 

さて、ここまでディス界における Warrant の考え方についての説明をしてきましたが、

最後に Warrant・ロジック自体に関する更なる考察を書いていくことにします。 
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ここで言いたいことを CCF で言うと、「主張は Warrant から生まれてくる。」と、

「Warrantは“そもそも”の概念である。」ということです。言い換えるなら、ロジックに

おける思考プロセスは Warrant→Data→Claimの順であるということです。 

 

例えば、「部活動は若者にはよくないよー」という主張も、そもそも、その人の中で「勉

強時間の削減は若者にとってよくない！」という価値観を持っている上で、「部活が勉強時

間を減らす」という事実を把握した結果、部活は若者に良くないという結論に行き着いて

いるのです。すなわち、その価値観がそもそも存在していなければ、事実を把握したとこ

ろで主張は出てこないのです。故に、Warrantというのはロジックの根底に当たる部分で

あると言えます。 

 

なので、Warrant として適切なものは、“そもそもになり得るのか”という問いかけを

してみると、正しい Warrant が導き出せているかがわかります。 

 

ex) そもそも、借りたお金は返さなきゃいけない。（Warrant） 

 ところで、みっちーはとーるにお金を借りた。（Data） 

 だからみっちーはとーるにお金を返さなきゃいけない。（Claim） 

 

Data と Warrant を逆にしてみると、「そもそも、みっちーはとーるにお金を借りた。」と

いうことになり、俺がとーるにお金を借りていることがなぜか前提化しています。（そんな

バカなことあるかー。笑）しかも“お金を借りた”という行為は内的なことではないですよね。

れっきとした事実です。（いや、ホントは借りてないよ。）このような検証で以って、Warrant

が正しく置かれているのかを判断します。 

 

※ ちなみに、上記の思考プロセス（一般的な前提を基に、結論を導き出すこと）を論理学

の世界では演繹法と言います。演繹法では、前提が真である場合、結論は必然的なもの

になるので、切られないロジックを作るときは、Warrant を出来るだけ客観的なものに

し、みんなに認めてもらいやすくすることがポイントになります。 

 

 

ここまで理解すれば、Warrant を正しく導き出し、正確なロジックを書くことが出来る

でしょう！  

 

※ 先ほどロジックの思考プロセスは演繹法に基づくと言いましたが、Logic of Warrant は

演繹法ではなく帰納法であると筆者は考えます。帰納法というのは、個別的な事例から

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。詳しくはレクチャーの時
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に時間があれば説明しようと思いますが、ここに関してはまだ研究段階なので、定かで

はありませんのであしからず。 

 

 

 

Ⅳ, 締めの言葉 

 最後までお付き合いいただきありがとうございました！ 文才が無い上、急ピッチでこの

マテを作り上げたので、所々不明瞭な部分や説明足らずな点があるかと思いますが、そこ

は許してやってくださいな。今まで様々なセオリーブックに目を通してきましたが、ロジ

ックに関して特筆したものを見たことが無く、ロジックというのはあまり体系的に引き継

がれていない感じがしたので、今回は昨今のディス界おいて不明確になりつつある事を

Clearにしようという意気込みで作ってみました。時間の都合上あまり丁寧に作ることを許

されなかったので（完全に自分の責任ですが…苦笑）、これだけでは足りないかと思います。

要望があれば完全版でも作ってみたいと思います。また、このマテを読んで疑問に思った

ことや、ここに書かれていないロジックの疑問等も含め、何か質問があればご一報下さい。

それではみなさん、また会いましょー！ 

 

2008 年度 東洋大学ディスカッションセクション チーフ 

三橋広伸(みっちー) 

 


