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◇LOGIC とは、何か？ 

私達が親しんでいるディスカッション、それは複数の主張によって構成されています。

様々な主張が飛び交う活発なディスカッションであればあるほど、その議論は複雑にな

り、結論から遠ざかることも少なくありません。LOGICとは、ディスカッションを構成す

る主張に対して、真偽を証明するための方法の 1 つである。ここでは、その LOGIC につ

いて考えてみましょう。 

 

◇主張と事実について 

主張というのは、それを述べたあなたにとっては常に正しいものですが、あなた以外

にとっては正しいかどうか定かでない、もしくは正しくないと考えられている事柄とい

うことです。万人にとって自明なことは、それを口にしたところで主張とは呼びません。

単なる事実です。例えばあなたが「空は青い」と主張しようとしても、それに対して異

議を唱える人はいないはずです。意見の無いところに主張は成立しません。 

その点で、主張というのは必ず、それとは異なる意見の存在を必要とします。主張が

なされる時、そこには既に(本人も自覚してないかもしれない)意見への違和感が存在し、

その既存の意見に対する異議として現れるのです。つまり主張は真偽を吟味する行為か

ら生まれているのです。 

ディスカッション中、もしくはリフレクで、「アーギュが無い」「意見が無い」と言

われたら、何かについての真偽を吟味してみてください。きっと、それがあなたの主張

になり、ディスカッションで Argumentを提示することができると思います。 

また、LOGICの真の目的は、「主張」を「誰もが納得している事実」に発展させること

にあります。主張の真偽を判断し、正しければ事実として扱い、誤っていれば事実とは

認めない。これをするだけで、話の内容がとっても簡単になります。 

 

◇LOGICの必要性 

Discussion や日常の生活において、LOGIC は必要不可欠な要素です。Discussion や日

常の生活を通して、私達は自分と違う価値観を持つ様々な人達と交流をしています。多

様な価値観の中では、物事の本質が見えにくく、自分の価値観さえも疑わなければなら

ないこともあります。そこで自分の価値観や相手の意見を明確にしてくれる LOGIC とい

うツールを使うこと、また LOGIC の論理体系に従って私達の意見に理由をつけて、相手

に分かりやすく体系化された発言にすることが、非常に重要な意味合いを持つのです。 

特に Discussionでは、建設的に話し合いを進める必要があり、論理的に分かりやすく

説明できなければ、話は平行線を辿るだけです。主張の真偽は、発言のかっこよさで判

断されるべきものではありません。相手の意見を汲み取るためにも、自分の意見を正確

に評価してもらうためにも、今回紹介する LOGIC というツールを皆さんに理解していた

だきたいと思います。 
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◇LOGICの要素 

まずは、ESSで多く使われている、主張(Claim)、事実(Data)、論拠(Warrant)について

説明します。LOGIC とは、事実(Data)という情報を、論拠(Warrant)に当てはめることに

よって、主張(Claim)が成立することを説明します。以下に簡単な説明を載せておきます。 

 

主張(Claim)：言いたいこと、結論。 

事実(Data)：事実、もしくは情報。 

論拠(Warrant)：理由、ルール。 

 

論理学では、主張(Claim)は帰結と呼ばれる結論を指し、事実(Data)は、前提と呼ばれ

る情報を指します。そして論拠(Warrant)はルールです。主張(Claim)を正しいと判断す

るためのルールを指し、情報を当てはめることで、主張が正しいことを証明します。 

 

この分類は、英国の分析哲学者である Stephen E. Toulminの考え出した Toulmin model

によるらしいです。彼は、全ての発言は３つ、もしくは６つの構成要素に分類すること

ができるとし、当時の学会の画期的なアイデアとして多くの論争を招きました。 

 

その Toulmin model の構成要素は ESS でも用いられている主張(Claim)、事実

(Data)、論拠(Warrant)に加え、裏付け(Backing)、反駁(Rebuttal)、限定(Qualifier)

なども存在します。(※構成要素の和訳名は、私が考えたものであり、正式なもので

はありません。鵜呑みにしてしまうと危険ですので注意してください) 

 

ESS では親しみのない後ろ３つの概念(裏付け、反駁、限定)について私が理解し

た限りの説明を、以下に示します。(※情報が少なく、私の解釈によるところが大き

いので、Toulminの意図とは異なっている可能性があります) 

 

裏付け(Backing)は、証拠などによる根拠を示す行為であり、この裏付けが別の主

張によってなされることもあります。簡単に言うと、証拠文献などを用いた証明の

ことです。 

解釈(Rebuttal)は、主張に対する反論への、更なる反論によって、主張が正しい

ことを示すこと。もしくは例外を示すことによって、他の全てにおいて主張が成立

することを示す行為です。Data→Claim の状態に例外が存在するときに、それを補

完するために用います。これは Word Choiceによって修正できる場合もあります。 

限定(Qualifier)は、主張がどれくらいの確立で、事実から導き出せると推測でき

るのかを示す行為です。Data→Claim が常に発生するものでない場合に、その確立

を示すことで、正当性を持たせる行為です。 

 

LOGIC に不可欠な要素は３つあり、主張(Claim)、事実(Data)、論拠(Warrant)です。

Toulmin model の画期的な部分は、全ての主張が３つの要素に分類できることを示し、

人々の発言内容を明確にする方法を提示したことにあります。 

この方法を利用して発言の視覚化に成功したのがロジックの三角形という考え方であ

る。後で説明するロジックの三角形とは、LOGICを活用した主張の要素分析をすることに

よって、意見を図式化させる方法のことである。これによって LOGICが身近になった。 
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◇LOGIC の種類と作り方 

 

◇LOGICの種類 

LOGIC の論理構造には、３つの種類があります。１つ目が演繹法(deduction)、２つ目

が帰納法(induction)、３つ目が背理法(reduction to absurdity)です。３つの種類は、

１つ目から順に、論理的に正しい結論を導きやすいものを列挙しています。ただし、演

繹法が最も良い方法というわけではなく、それぞれに特有の長所があるのです。帰納法

に関しては、論理的な考え方を苦手とする人には最もイメージをしやすい論理構造であ

ります。そして背理法も、他の２つの種類では証明が出来ないような意見にも、しっか

りとした証明をすることが出来ます。 

 

◇演繹法による作り方 

正しい前提が、必ず正しい結論を導くとき、その論理構造を演繹的といいます。Toulmin 

modelで考えた場合は、正しい前提を「事実(data)」とし、正しい結論を「主張(Claim)」

として考えてください。 

演繹法による論証の場合、主張(Claim)は「Ａという対象が、Ｂという要素を含んでい

る」ことでなければなりません。たとえば「人間は哺乳類である」という主張をするケ

ースを考えてみましょう。まずは、何について主張するのかを確認します。今回は「人

間」についてです。そして次に、主張する文において、それがどのような状況を示して

いるのかを確認します。今回は「哺乳類」です。しかし、このままでは分かりづらいの

で「哺乳類」の定義をします。特に、哺乳類と言うための必須条件でもって定義すると、

より現実社会に近い論証になります。とりあえず、哺乳類は「胎生」で「恒温」動物で

ある、と定義しておきましょう。これで、「人間が、胎生で恒温動物であるならば、人

間は哺乳類である」と言うことができます。これが Warrantです。そして Dataで、人間

が「胎生」であり「恒温」動物であるという事実を持ってくれば、LOGICの完成です。 

演繹の場合、Presentation は後述するＡＲＥＡで行いましょう。演繹の論証に使う

Warrant(ルール)は完全な論理構造であることが多く、ＡＲＥＡで行えばより客観的に

LOGICを検証することができるでしょう。 

 

◇帰納法による作り方 

個々の事例を証拠として、それを含むような一般的主張を結論として導くとき、その

論理構造を帰納法と呼びます。帰納法は、未知の事実を主張するための論証方法です。

演繹と異なり、「正しい前提が、正しい結論を導くとは限らない」とき、「論証したい

ことがらをイメージさせる」ことで説得させる方法だと、考えてください。たとえば「(未

知の物を前にして)この果物はイチゴだ」という主張をするケースを考えましょう。まず

最初に分かっている情報(Data)を確認します。今回分かっている情報は「赤い果物」と

いうことにしましょう。あとは、連想ゲームです。「赤い果物ってなーんだ？」という

風に考えれば、「赤い果物＝イチゴ」が内包する要素を確認します。もしも説明に不足

を感じれば、それを Dataや Warrantに書き加えれば大丈夫です。今回はとりあえず、「し

ずくの形をした赤い果物」→「食べると甘酸っぱい」→「きっと、この果物はイチゴだ」

となります。帰納法の場合は、イメージをさせるためにＡＥＲＡを使いましょう。この

ＡＥＲＡも後述しますが、意見のピラミッド構造と呼ばれる方法とよく似た考え方によ

って成り立っています。Data→Warrant→Claim の流れの中に「ドラマ」をつくること、

これによって、万人がイメージできる強固な LOGICを作ることが出来ます。 
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ちなみに、「この果物はイチゴだ」という論証は、論理的には正しくありません。基

本的に、帰納法の論証は論理的欠陥を多く内包しています。しかしながら、実際の社会

問題が複雑化する現代において、演繹法のような完全な論理性をもつ LOGIC を作るのは

困難になってきています。しかしながら、未知のことに対しても論証したいという思い

もあって、近年の自然科学においても帰納法による考え方が多くとりいれられるように

もなってきています。 

帰納法は、演繹法と比べて主観を入れることによって成り立ちます。ですから、LOGIC

が苦手、ロジカルシンキングが苦手、数学が苦手というような人々が多い場合には、演

繹と比べて理解してもらいやすく、そういった人にとって作りやすい論証です。しかし、

主観によって成り立つ部分が大きいゆえに、オリジナルの考え方や、反論を生みやすい

主張を成り立たせるための論証としては不向きな部分が多くあります。そのため、その

様な論証を成り立たせたいとき、混乱を避けたいときには演繹法による論証をオススメ

します。 

 

◇背理法による作り方 

論証とは一般的に、主張を正しいとすることは困難であり、主張が誤りであるとする

ことの方が簡単な場合が多くあります。背理法とは、この論証の特徴を活かした論証の

方法です。 

背理法は、反証(間違っていると)したい仮説を仮定して、それを正しくないとするこ

とで、仮定を否定する主張を証明する方法です。たとえば「地球外生命体は存在しない」

と言いたいときに、反対の主張である「地球外生命体が存在する」という仮定から導か

れる内容を否定することで、証明したい主張を論証する方法です。具体的に LOGIC で示

してみましょう。仮定する主張は、以下の「地球外生命体が存在する(Data)」「地球外

生命体が存在するなら、太陽系は既に植民地化されている(Warrant)」「太陽系はすでに

植民地化されている(Claim)」です。これを否定するための LOGICは「太陽系内に植民地

化の形跡はない(Data)」「仮定した主張と、事実は矛盾しているので、同時には成り立

たない(＝つまり片方しか成り立たない)(Warrant)」「仮定は誤りであり、仮定の否定で

ある「地球外生命体は存在しない」が成り立つ(Claim)」となる。 

背理法による論証にはこのように２つの LOGIC が不可欠になります。それゆえに、こ

の論証は困難であり、多くの人々には親しみのないものであります。しかしながら、こ

の論証方法でなければ証明できない主張もあるので、この論証と出会ったときは怖がら

ずに、ゆっくりと検証してみてください。 

 

◇LOGIC の使い方 

 

◇LOGICのプレゼン 

LOGICは、３つの要素に分類されるのですが、それぞれの要素を説明する順番によって

理解のしやすさが変わってきます。LOGIC のプレゼンには、まず CCF(Conclusion Comes 

First)を使いましょう。これは「結論から先に述べましょう」ってことです。確かに、

筋道を立てて説明をするときは、時系列に(結論が最後になるように)はなしていく方が

分かりやすいのかもしれません。しかし、最初に結論を言っておいて、その次に時系列

で筋道立てて説明する方が、説明の目標(結論)がはっきりしているのでなおさら分かり

やすく、聞き手にとっては、途中の説明の間違いや矛盾点を発見しやすくなります。ま

た、初めの１文の発言を聞いただけで何を言いたいのかが分かるように、自分の発言の
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種類を言ってから、発言内容→発言内容の理由という順番で述べていきましょう。 

次に AREAの法則です。これはエビデンスを参考にして主張をするときの Presentation

技術です。主張を述べるときは、 

 

Assertion(主張) 

 ↓ 

Reasoning(理由) 

 ↓ 

Evidence(エビデンス) 

 ↓ 

Assertion(もう１回最後に主張) 

 

もしくは、 

 

Assertion(主張) 

 ↓ 

Evidence(エビデンス) 

 ↓ 

Reasoning(理由) 

 ↓ 

Assertion(もう１回最後に主張) 

 

という順に述べていきましょうって事です。この考えは、LOGICにもあてはめることが

可能です。Assertion には Claim を、Reasoning には Warrant を、Evidence には Data を

あてはめることで、とても分かりやすい説明になります。 

 

◇LOGICを活用するための必要条件 

LOGICは、主張の真偽を証明するための道具です。この LOGICを用いた証明には３つの

必要条件があります。１つ目は前提が存在すること、２つ目は前提を検証できる手段が

あること、３つ目は議論のしやすい雰囲気が保たれていることです。これらがどういっ

たものなのか、順々に確認していきましょう。 

 

LOGIC を用いた証明のための１つ目の必要条件は、前提が存在することでした。

これは、主張を正しいとする理由が存在し、証明のための手続きが存在するという

ことです。なぜなら証明という行為は、ある事柄から別の事柄が成り立つことを確

かめる行為であり、主張のみでは確認の方法が無く、証明が出来ないのです。 

ディスカッションで、主張の真偽を証明したい時には「どうして、そう思うのか？」

を問いかけて、前提を理解することから始めてはいかがでしょうか。 

 

その検証が、２つ目の必要条件です。１つ目の条件である前提、証明のための手

続きが、正しいのかどうか。手続きを検証するために必要な情報が十分かどうか、

ということである。情報不足だったり、白黒つかない曖昧な情報しか集まらなかっ

たりする場合には、その検証が不十分となり、証明が難しくなります。 

また、主張や前提の段階で、証明が困難であることが分かる場合もあります。例
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えば、①定義不能な表現がある場合、②前提として比喩が使われている場合(自分の

主張に都合の良い比喩や故事は探せばどこかにあり、全く反対の意味を持つ比喩や

故事の組み合わせは多いので、真偽の証明には不向きなのです) 

 

最後の必要条件は、議論ができる状況であることです。議論による他者の合意が

なければ、それは真偽を証明したことにはなりません。議論とは対話によって行わ

れるものです。主張が異なる意見の存在を必要するように、対話には異なる意見の

存在を認める必要があります。主張の真偽を証明する際には、異なる他者の意見を

理解することがとても重要なのです。 

もしも、議論においてあなたが他者の意見を理解せず、特別な理由もなく自分の

考えを譲らなければ議論の停滞をもたらします。これでは、いくら LOGIC を使った

ところで結論に辿り着くことは困難です。相手の意見を聞いて、相手が真に伝えた

いことを理解すること、これも LOGICを活用するための大切な必要条件なのです。 

 

LOGICは非常に効果的なツールですし、LOGICを用いずに建設的な議論を進めるのは非

常に困難です。正しく LOGICを使うために、LOGICを用いるときには、以上の必要条件が

保たれていることを確認しましょう。特に、２つ目の条件を意識することで論理的思考

力を伸ばすことも出来ると思います。 

 

◇後書き と Burden of Proofへの苦言 

LOGIC。それはボクがディスにアツくなったキッカケ。ディスカッション界では近年、

LOGICよりもプレゼンが重要視されている。しかし、それは寂しすぎる。プレゼンを重視

するなら、スピーチやパーラーに行けばいい。ディスは建設的に話すものです。事実を

基にして話し合うものです。だからこそ、LOGICという「主張」を「誰もが納得する事実」

に発展させる技術が必要不可欠なはずです。 

また、本来あるはずの LOGIC は、「検証の手段」が確立されているはずです。そして

全員に共有されているはずです。しかし関西圏･東京圏の現状では、Burden of Proof に

よって、初めに主張をした一人にしか反証の手段があたえられていません。つまりは、

「LOGICの検証」とは名ばかりの単なる反論しか行われておらず、その反論を検討する方

法すら全員に共有されていないのです。こんなのは、決してディスカッションではあり

ません。なぜって、主張のままで議論を進めるばかりで、一切の事実を検証していない

まま結論を生み出そうとしているからです。 

主張だけの意見交換なら他でやってくれ。僕達は、一人じゃ出来ないことがあるから

集まっている。複数の人間で物事を決めるから、事実に基づく建設的な話を展開する。

この文章を読んでくれている全員に提案です。LOGICを使って、ディスをしましょう。 

 

 

以上、6ページの文章にて、LOGIC の診断書の執筆を終えることにします。この文章を参

考にして、あなたの LOGIC、あなたの身近にある LOGIC を診断してみてください。 

LOGICを知ることで貴方の将来が豊かになりますように、祈っております。 
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