
ロジック講座  

～魔のトライアングルへようこそ～ 

0 前書き ～飛ばしていいよ～ 

どうも、K.D.L.外務副連盟長の原田です。アッシュって呼ばれてますが別に覚えなくて

いいです。一時期ロジックカンファメに定評がありました。それとは多分関係ないけど、

今回はロジックのマニュアル担当です。しかし！！ 

ロジックに関しては既に偉大なる先人達が素晴らしいマニュアルを沢山残しています。（こ

のマニュアルを書くに当たって俺の持ってるのだけでも読み直すと４０ページ強はゆうに

ありました。）よって正直俺なんかが書く余地なんてこれっぽちも残されていないのが現状

です。それでもロジックは大事なので核となるこれは外せないだろってところは押さえま

した。また、残されたクソ浅いところも頑張って書きました。なお、やたら太字が多いで

すが特に意味はありません。私がだる～、と思ったときは太い。ただそれだけです。 

 

 

Ⅰ このマニュアルの方針と対象 ～時間をムダにしないために～ 

このマニュアルは方針としてロジックを全く知らないズブのド素人が半人前程度にはな

れるように作っています。だからぶっちゃけ２回生とかは知ってるよこんなもん♪とか思

うかもしれません。まぁ分かるものは飛ばしてくれて結構です。でも案外知らないことが

あるかもしれませんし、ロジックに関して少しでも不安がある人は読んでおいてソンはな

いと思います。 

 

 

Ⅱ ロジックとは ～何ソレ？美味しいの？？～ 

まずそもそもロジックとは何なのか！！説明します。別に美味しくないです。 

ロジックとは論理である。論理とは思考の法則、思考のつながり、推理の仕方や論証のつ

ながりのことである。論理的（ロジカルであること）とはそれらのつながりが的確である

ことである～wikipediaより～。ロジックはディスカッションにおいては、主に、シリアス

ネス、ソリューション、リンク、コンパリソンの立論・反論や、サジェッションの必要性

などを立証するために使われます。その際、３角形の形式で視覚化されることが多いです。

※視覚化されなくても、その発言が論理的であればロジカルといえます。なお、この三段

論法を最初につくったのはアリストテレスらしいです。……誰？？ 



視覚化されたロジック 

Claim 

 

      Warrant 

 

Data 

 

Claim:主張、結論、自分の最も言いたい事（以下 C、クレーム） 

Data:主張を導く根拠（以下 D、データ） 

Warrant: Dataから Claimが導かれる理由、説明過程（以下W、ワラント） 

 

クレームに関しては説明の余地はないと思います。 

 

データには、それまでにとったコンセンサスや、エビデンス、客観的事実、真理などを持

ってくることが多いです。但し、何をもって客観的事実、真理をするかは立論する人の主

観によるので、議論の余地は大いにあります。 

 

ワラントが多分一番難しいです。 

まずワラントが何なのか分かってない人が多いと思います。俺が１回生のときにも、ワラ

ントには必ず自分の価値観が入っていなければならないと言っていたチェアパがいたりし

ました。チェアパでさえそんなのがいます。今ここできちんと理解しておきたいところで

す。 

 

Ⅲ ワラントの説明 ～ワラント、その種類～ 

だからまずWarrantとは一体どんなのかについてもっと詳しく説明しますね。 

あくまで俺の定義ですが、Warrantとは Dataから Claimが導かれる理由、説明過程です。

それだけです。単なる理由、説明過程ですから、理由・説明になっていれば何でもよいと

思います。上記の自分の価値観も理由の１つであって、全ての理由となりうるわけではな

いです。 

 

 

Warrantの種類 

理由・説明になってさえいれば何でもよいと書きましたが、それでもある程度の型はあり

ます。知っていればかなりロジックの理解が深まりますし、使えるので以下紹介していき

ます。 



１価値観、感情 

これは自分の valueをワラントにするタイプです。 

 

例 

Ｃ：命を失っている現状はＴＧにとってシリアスだ。Ｄ：現状、ＴＧが命を失っている。

Ｗ：命を失うことはＴＧにとってシリアスだ。 

 

Ｃ：ポルコはただの豚ではない。Ｄ：ポルコは飛べる。Ｗ：飛べない豚はただの豚だ。（飛

べたらただの豚ではない。） 

 

以上が１つ目、価値観・感情タイプです。 

自分の value をワラントにしている以上、立論はかなり他のタイプに比べ難しいと思いま

す。誰か１人でも異なる valueを持つ人がテーブルにいたら、その valueを変えない限り、

そのテーブルにおいては成立しなくなるからです。例えば２つ目の例だと「飛んだところで

豚は豚だぜ」っていう価値観がテーブルにあればもうアウツです。しかしながら、シリアス

ネスの V/P が J/G である関西においては、シリアスネスのワラントは９９％このタイプに

なるかと思います。オピニオンメーカーの人は頑張ってテーブル全体に自分の value を浸

透させましょう。例えば立命館大学の人はよくスピーチを使ってますね。 

 

 

２権威 

これはデータを学者の言葉とか信用できそうな何かにして、ワラントはそのデータは信用

できるという意にするタイプです。（この信用を reliance といいます。）エビデンスで出て

くることがあります。というのは、エビデンスがどこかからとってきたものである以上、

それをディスで用いる際に、必ずこのタイプのロジックがあるからです。（でも、いつもそ

んなの吟味してたら面倒臭いから普段は省略してます。） 

 

例 

C：死刑は執行されている。D：死刑を執行していると日本政府が発表している。W：日本

政府は信用できる。 

 

C：明日は晴れる。Ｄ：石原良純の天気予報で明日は晴れると言っていた。Ｗ：石原良純の

天気予報は信頼できる。 

 

C：いじめはなくならない。D：～大学の教授がそう言った。W：この教授は教育学の権威

である。 



以上が２つ目です。こんなの当たり前じゃんと思うかもしれないけど、結構重要です。私

は１回生の KESSA キャンプで、データに友達の言ってたことをもってきましたが、この

信用性でカットされて E ランクに行っちゃいました（笑）。要はエビデンスにはちゃんと

reliance のあるものを用意しましょうってことです。また、このタイプのロジックの考え

方を一部基にして吉田の”悪夢のプロブレムカット”「Thank you ＆ Goodbye discussion 

world」ができています。※詳しくはアーギュメント講座 ～マニアック編～を参照 

 

なお、エビデンスに関するロジックでは次のロジックも覚えておくといいと思います。 

 

C：エビデンス A は現状にアプライできる。D：エビデンス A は B 年前の状況を証明して

いる。B年前と現在では状況が変わっていない。 

 

 

３解釈 

このあたりから難しいのも出てきます。でも使えたら便利なものが多かったり、他の人が

出すのを目にする機会も多いので是非マスターしてください。 

 

帰納法的解釈（一般化） 

ある実例を全体に当てはめる（一般化）タイプです。帰納法・演繹法って高校数学で習っ

たからイメージはしやすいのではないのでしょうか。 

 

例 

C：烏の羽は黒い。D：そこに何羽かいる烏の羽はみんな黒い。W：黒ではない烏の存在は

今のところ確認できないので、他の烏も同じように黒い羽を持っているだろう。←一般化 

 

C：中学生はキレやすい。D：今朝の新聞に載っていた中学生は些細なことでキレて問題を

起こした。W：新聞に載っていた中学生は典型的な中学生である。←一般化 

 

帰納法は具体例を一般化する以上、100％の証明はかなり難しいです。反例が存在する可能

性がありますから。 

 

 

演繹法的解釈（特殊化） 

これは帰納法・一般化の逆。一般的、普遍的な前提から個別具体的、特殊的、な結論を得

るタイプです。つまり、１つのグループ全体に当てはまるものは、そのグループに属する

ものにも当てはまるというものです。 



例 

Ｃ：アッシュは必ず死ぬ。Ｄ：全ての人間は必ず死ぬ。Ｗ：アッシュは人間だ。（人間の中

の１人だ。） 

 

Ｃ：スキンはメタボだ。Ｄ：D.U.E.S.S.の３回生は全員メタボだ。スキンは D.U.E.S.S.の

３回生だ。 

 

C：福井の治安はよい。D：日本の治安はよい。W：福井は日本の一般的な県だ。 

 

このタイプは結構使いやすくオヌヌメです。データさえ証明できれば、あとは証明したい

対象がグループに属することを証明するだけでロジックが成立し、その証明も比較的容易

だからです。 

 

 

類推解釈 

データ Aは Bに当てはまるというタイプ。 

 

例 

C：日本で死刑を廃止すると犯罪率が上がる。D：ドイツで過去に死刑を廃止した際に犯罪

率が増加した。W：ドイツのことは日本にも当てはまる。 

 

C：畳の上ではスリッパを脱がなくてはならない。D：畳の上では靴を脱がなくてはならな

いと注意書きがされていた。W：靴もスリッパも履物という点では変わりない。 

 

結構法学とかでも出てきますが、論理に飛躍がある感は否めません。やはり、なぜ当ては

まるのかという点を明確にしないと立証は難しくなる場合が多いです。よって、その点に

関してもう１つデータとワラントを持ってきた方がベターです。 

１つ目の例だと、ドイツのことは日本にも当てはまるということをクレームにし、例えば、

データにドイツ人と日本人では死刑に対する考え方が同じである、ワラントに犯罪率には

刑罰に対する考え方が大きく影響している、などです。 

２つ目の例はかなりはしょっていて、当てはまる理由を履物であることに求め、ワラント

にブチ込んでいます。 

 

 

 

 



因果関係 

これには２つあって、クレームに因果関係の結果がくるのか原因がくるのかで分かれます。 

ワラントには因果関係がきます。 

 

Ｃ：ＪＰ君は卒業できないであろう。Ｄ：彼は単位を取っていない。Ｗ：卒業には単位が

必要だ。←クレームに結果がくるケース。 

 

Ｃ：お前はもう死んでいる。D：秘孔をついた（北斗の拳）。W：秘孔をつけば人は死ぬ。

←これもクレームに結果がくるケース。 

 

C：アッシュはモテない。D：アッシュには彼女ができたことがない。W：モテる男には彼

女ができる。←クレームに原因がくるケース。 

 

C：アッシュはストレスに苦しんでいる。D：アッシュは円形脱毛症になった。ストレスに

苦しんでいるから円形脱毛症になった。←クレームに原因がくるケース。 

 

このタイプのロジックは異なる因果関係を示せば簡単に切れますね。 

 

 

ちょっと長かったですが、以上でワラントの説明は終わりです。 

 

 

 

Ⅳ ロジックの簡単なつくりかた ～つくってみよう～ 

さて、ワラントを理解したところで大分ロジックそのものについても理解が深まったと思

います。（てゆーかそう願っています。）しかし、ハイ、ここでディスやってその中でロジ

ックをつくれって言われたらできますか～？ 

結構難しいのではないかと思います。（特に１回生。）やっぱり幾つも書いて慣れることに

よって獲得できるものがありますからね。でも最初のその１ロジックが難しいんだよね。

先輩の書いてるのを学ぶのもいいけどすぐに自分のを書きたいっ！！そんなコのために次

に簡単なロジックのつくり方を教えます。 

         ／⌒ヽ 

        （Ｕ＾ω＾） 

      Ｃ／    ｌ 

       し－し－Ｊ 



全部で５ステップあります。 

ステップ１：クレームセンテンスを考える 

ステップ２：データセンテンスを引っ張ってくる 

ステップ３：ワラントを考える 

ステップ４：ワラントのデータを考える 

ステップ５：ワラントのワラントを考える 

 

 

ステップ１：クレームセンテンスを考える 

例：俺が思うにジョジョの奇妙な冒険（漫画）は全人類にとって聖書である（素晴らしい）。 

※センテンスは過不足なく。（だらだらと長文にせず、必要事項は必ず入れる） 

※主語＋述語＋補語（SVC）なら誰にとって Cなのか、V/Pが誰なのかに気をつける。 

 

ステップ２：データセンテンスを引っ張ってくる 

例：ジョジョの奇妙な冒険のテーマは人間賛歌である。 

 

ステップ３：ワラントを考える 

例：テーマが人間賛歌であるものは素晴らしい。（人間賛歌を歌う作品は素晴らしい。） 

※コツとしてはデータセンテンス＝クレームセンテンス、あるいはデータセンテンス→ク

レームセンテンスとなるセンテンスをつくることです。英語にする場合、if~や when~、関

係代名詞をなどの表現を使えばやりやすいと思います。くどく思うかもしれませんが、こ

難しく考えて書けないよりは１０倍マシだと思います。 

※クレームセンテンスと同じく主語＋述語＋補語（SVC）なら誰にとって C なのか、V/P

が誰なのかに気をつける。クレームセンテンスとの整合性に気をつける。 

 

ステップ４：ワラントのデータを考える 

ワラントがデータセンテンス＝クレームセンテンス、あるいはデータセンテンス→クレー

ムセンテンスとなるセンテンスの場合、＝や→の理由が未だ明確でない場合が多いので、

しっかりとワラントを導くデータを引っ張ってきましょう。 

例：人間賛歌は全ての人間に勇気を与えてくれる。 

 

ステップ５：ワラントのワラントを考える 

やり方はワラントと一緒 

例：全ての人間に勇気を与えるものは全ての人間にとって素晴らしい。 

 

 



今までのを全て視覚化するとこんな感じになります。 

 

JOJO is bible for all of people from the view point of me. 

 

           The thing whose theme is human being paean is wonderful for all of people. 

 

Thing which gives bravery is wonderful for all of the people 

 

Human being paean gives all of people bravery. 

 

The theme of JOJO is human being paean. 

 

 

ここまでいけばある程度論拠も理由も納得してもらえるレベルまでいくのではないのでし

ょうか。このやり方のメリットはワラントでやるべきことをもう１つ別のロジックにおと

し込んでいるため、つくりやすいということ。逆にデメリットは勿論ロジックがポンポン

出てくるから吟味が面倒だということ。でもはじめのうちはこんなのでもいいから兎に角

書いて積極的にディスに参加してくれればいいと思います。 

 

 

じゃあ練習問題いきますか！ 

以下の１０問をロジックにしてください。 

一部、コンパリがデータにきたり、ワラントが複数あるものがあったり、意外と難しいか

もしれません。情報が不足している部分は自分の妄想力を駆使して補ってください。でき

たら俺か自分の大学の先輩に見せて添削してもらってください。 

 

①あなたは死なないわ 私が守るもの 

②あなた・・・『覚悟して来てる人』・・・ですよね。 人を「始末」しようとするって事は、逆に「始末」さ

れるかもしれないという危険を、常に『覚悟して来ている人』ってわけですよね・・・ 

③けいたはかっこいいよ。だって１大学のチーフだもん。 

④きえぼんってやっぱ可愛いって！だってあの関学ディスセクの女の子なんだぜ。 

⑤ここを自爆させます。サードインパクトを起こされるよりマシですからね 

⑥昨日本読んだら煙草は害悪でしかないらしいから俺明日から禁煙するわ。 

⑦同じ関大３回生の紫雲もかっこいいし、なかじも実は絶対かっこいいって！ 

⑧大会も近いしプレパしようぜ！ 

⑨イカサマはバレなければイカサマとは言わないのだよ ※イカサマをやった人の反論 



⑩“強い”とは、“弱さ”を知ること 

“弱さ”とは、“臆病”であること 

“臆病”とは、“大事なものを持っている”ということ 

“大事なものを持っている”ということは、“強い”ということ。 

 

分かりにくい人は引用元を探してみれば妄想が膨らんでロジックにしやすいと思います。 

引用元が分からなくても、大体できてほしいところですが… 

 

 

Ⅴ ロジックの切り方・流し方 ～初歩の初歩編～ 

さてロジックの理解が深まり、つくり方もわかったところで、次は切り方・流し方です。 

 

切り方、流し方には２ステップあります。 

 

ステップ１：相手のロジックの吟味 

ステップ２：相手のロジックを流す・切る 

 

 

ステップ１：相手のロジックの吟味 

切る・流すの説明なのに何でステップ１があるの？？って思う人がいるかもしれませんが、

このステップ１が滅茶苦茶重要です。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、そも

そも、切り方・流し方には相手のクレーム・データ・ワラントに直接仕掛けるダイレクト

と直接仕掛けないインダイレクトがあります。そしてダイレクトの方がインダイレクトに

比べ相手の論理に乗っかっているため、論点が明確でディス界ではより良いとされていま

す。そのダイレクトは相手のロジックに乗っかっている以上、相手のロジックを完全に理

解していることが前提条件となります。その前提が不十分なまま切り・流しにいくと 100％

ごちゃってアボンです。しっかり詰めましょう。要は、敵を知ることこそが勝利への第一

歩ってやつです。 

 

さて、詰め方ですが、Q や C を使って詰めます。そのときに必ずまず詰めなきゃいけない

のが allか someか、alwaysか sometimesかです。 

例 

トピックが死刑、プランが終身刑導入、ADは TGが死なないこと、で誰か他のパンツが終

身刑のあまりの辛さに TGが自殺をするというアーギュを出してきたとします。 

 



TG will commit suicide. 

 

Hardness leads to suicide. 

 

Absolute life imprisonment is so hard for TG. 

 

この場合、クレームではAll TG will~かSome TG will~か、データでは for All TGか for some 

TGなのか、ワラントでは、Hardness always leads to~かHardness sometimes leads to~

あるいは In all case hardness~か In some case hardness~といった具合に詰めればいいで

しょう。相手が someや sometimesと答えたならソルなので at least 1が確認できること

が多く、その時点で流せます。相手が allや alwaysと答えたなら結構突っ込みどころが出

てきたと思いませんか？？ 

 

他に、詰め所としては、for whomとか V/Pがあります。この例だとデータの for TGがあ

らかじめ記されていなません。そんな場合は、For whom is A/L/I so hard?って Qしたりし

て引き出さなくてはなりません。V/P はクレームのワラント間で整合性がない場合が多く、

怪しい場合は確認しなくてはなりません。 

 

以上がロジックの・切り方・流し方のステップ１です 

 

ステップ２：相手のロジックを流す・切る 

これでようやくステップ２の切り方、流し方にいけます。ぶっちゃけ前提を詰めてさえい

れば既に半分成功してるも同然です。さっきの例だと、前述の通り Someや sometimesな

らソルなので at least 1が確認できることが多く、その時点で流せます。Allや alwaysな

らデータで全ての TGにとって hardであることを相手に立証させたり、ワラントでどんな

に辛くても自殺をしない例を挙げれば終了です。ステップ２は反例を挙げる力など切るア

イデアや、立証責任を上手く相手にふるプレゼン力、プロシ力によるところが大きいと思

います。ただ、これは最も易しい切り方・流し方であって、単に some や sometimes にし

ただけでは解決しないことも多いです。NFCとかプラカとかがそうですね。このあたりは

このレクチャーだけではとてもとてもカバーしきれないので、これからディスの経験積ん

だり先輩に聞いたりして各々頑張って下さい。 

 

以上が切る・流すの説明です。 

 

では実践練習です。 

先ほどの練習問題③④⑦でつくったロジックを思いを込めてバッサリ切ってください。 



Ⅵ ロジックのプロシ ～自分ですすめてみよう～ 

最後に実際にロジックを進めるにあたってどのようにプロシを引けばよいのか説明します。 

ここまで面倒みる俺って本当に凄いと思います。我ながら神だと思います。 

 

プロシは細かく分けるとこんな感じになります。 

 

ステップ１：クレームの説明 

ステップ２：データの説明 

ステップ３：ワラントの説明 

ステップ４：ミクロなゴール C 

ステップ５：マクロなゴール C 

ステップ６：クレームへの Qの受付 

ステップ７：データへの Q、D、Oの受付 

ステップ８：ワラントへの Q、D、Oの受付 

ステップ９：コンクル C 

 

ステップ１ 

CCFなので一番始めに説明します。 

 

ステップ２＆ステップ３ 

クレームはCCFだからに一番最初としてもデータ→ワラントの順番は何故なのでしょうか。

それはワラントがデータがクレームを導く理由の説明だからです。おおもとの根拠が何な

のかわからないままなのに、それが主張を導く理由を説明するのはやはり不自然でしょう。

ゴールとスタートが分からないのにそれを結ぶ道はつくれません。 

 

ステップ４ 

これはデータとワラントが成立したらクレームが成立して、どちらか一方でも成立しなか

ったらクレームも成立しないとかいうやつです。 

 

ステップ５ 

これ意外と忘れられがちです。ステップ４のクレームが成立したあとに、より大きな次元

では何が起こるかの C です。例えば、さっきの死刑の例だと全ての TG が自殺することが

成立したら、AD が確認できないので、×AD で×take plan という一時的な結論を得、ス

パイクプランを吟味しようという Cをするなどです。このマクロな Cがないと、自分たち

がどこに向かっているのか分からなくなり非常に危険です。 



ステップ６ 

普段多くの人はこれは飛ばしています。でもクレームがよくわからなくて Q をしたいなら

このタイミングですべきです。相手のスタンスがオールカットかサムカットかもここで確

認した方がいいです。（コンクルに関わるからゴール C の前にした方が本当はベター。）デ

ータ、ワラントより先に吟味する理由はステップ２でもちらっと言いました。データ、ワ

ラントはクレーム（ゴール）を確認するために吟味するのに、そのクレーム（ゴール）が

分からないのにそれらを吟味しても仕方がありません。ゴールの見えない持久走ほど不安

なものはありません。 

 

ステップ７＆ステップ８ 

順番の理由はステップ２＆ステップ３と同じですが、あくまで基本です。例えば、データ

でとんでもなくごちゃって、ワラントが明らかに切れるときなどは、データを一時保留に

してワラントを切った方がベターでしょう。データかワラントかどちらか１つでも切れた

ら大きな結論には変わりはありませんから。上手い人は問答無用でワラントから切ってき

ます。怖いですね。 

また、データへの Q、D、Oの受付→ワラントへの Q、D、Oの受付というプロシを引く人

とデータへの Q、Dの受付→ワラントへのQ、Dの受付→データへの Oの受付→ワラント

への O の受付というプロシを引く人で２種類の人がいると思いますが、個人的には前者を

推奨します。理由は、前者はパンツ側としては Qから Oに入ったり、Dから Oに入ったり

など、アーギュがしやすいからです。 

 

ステップ９ 

最後にしっかりとそのロジックを吟味した結果を C してください。コンセとかをとりたい

人は細かいところまでしっかりと Cしましょう。マクロな Cも忘れずに… 

 

Ⅵ 最後に ～疲れた、眠い～ 

以上でこのロジックマニュアルは終わりです。頑張った！俺！！なお、ところどころ俺の

趣味が反映されてましたが、あ～こんなディスカッサントもいるんだな程度に思ってくだ

さい。こうでもして楽しみつくらないと中々書けないんですよ＾＾。こんなマニュアルで

も少しでもロジカルなディスカッションの発展に貢献することを願ってやみません。何か

質問・疑惑・反論あれば連絡下さい。あ、俺mixiもやってます、マイミク歓迎です。＾＾ 

 

2008年度 D.U.E.S.S.ディスカッションセクションコミッティー、K.D.L.外務副連盟長 

原田 龍一 

 


