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序章 はじめに 

まず、reflection（以下、リフレ）を書くにあたって最初に述べておくことがあります。Discussion（以下、ディス）における

chairperson（以下、ＣＰ）が述べるリフレとは、あくまでもＣＰのディスの価値観に基づいた私見でしかないということです。少

なくとも私の場合はそれなりの理由付け、理論付けはもちろんしていますが、熟慮によらない価値観にしたがって述べるＣＰも

少なくないですし、熟慮しているからといって必ずしも正しいとは限りません。 

よって、私のリフレに限らず、言われたことをそのまま受け止める必要はありません。反発して受け入れないもよし、より改良す

るもよしです。 

ただし、ディスというものについてそれなりに考えられた結果である、ということは覚えておいてください。反発するも、改良する

もかならずよく考えた後に行うこと。改悪となってしまわないように注意してください。それではリフレに入ります。 
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第一章 Theory総論 

第一章 Theory総論 

ディスカッションの総論について先に述べておきたいと思います。 

 

第一節 Discussionの目的 

第二節 confirmationの必要性 

第三節 Presentation Skill 

 Ⅰ Presentationの基本 

 Ⅱ わかりやすい Presentation とは 

 Ⅲ わかりやすい questionの仕方 

 Ⅳ Presentation練習法・実践編 

第四節 Logic と Logical thinking 

 Ⅰ 三角ロジック論 

 Ⅱ 正しいロジックとは・応用編 難易度高につき要注意 

 Ⅲ 本当の三角ロジック・発展編 難易度超高につき要注意 

  a)三段論法の問題点 

  b) Mr. Toulmin 紹介 

  c) Toulmin’s Model 構成 

  d) Toulmin’s Model の具体例 

  e) Toulmin’s Model に対する批判とその扱い 

 Ⅳ Logical thinking と critical thinking 

 

第一章 第一節 Discussionの目的 

第一章第一節 Discussionの目的 

総論の最初にくることは、非常に大事なことですが、Discussion とはなんであるか？についてです。いろいろな捉え方がある

でしょうが、ここでは特に目的について述べたいと思います。 

ディスの目的は、あるTopicについて個々人の意見をぶつけ合い、互いに練磨しあうことによって最終的にBest Conclusion

を目指すものである、といえます。 

つまり、個々人の考えを互いに高めあいながら、最終的には Tableの考えとして統一し、その Table としての結論が Bestな

状態に至ること、が目的であるといえます。 

したがって、ディスは Debateのような Affirmative（以下、Aff）対 Negative（以下、Neg）のような二者対立構造ではなく、

テーブル全体の協力こそが大事であるということになります。 

二者対立構造で勝ち負けをきめるタイプの討論（代表として debate）は、better conclusionはでても best conclusionが

でるとはいえません。意見をすり合わせ、互いの長所を取り入れ短所を埋める、折衷的な考え方ができないからです。 

よって、ディスはそのような debateの欠点を克服すべく、対立する意見のすり合わせを、Table全体が協力して行うものであ

るということになります。 

よって、Opinion Presenter（以下、オプレ）の意見は、Tableに出された時点ですでにオプレだけのオピニオンではありませ

ん。それは Table全体のオピニオンのたたき台ということになります。 

したがって、ディスカッションとは、オプレのオピニオンをたたき台とすると Table全体のオピニオンを、Table全体で critical 

thinking（一章四節Ⅳおよび三章四節Ⅰc）の注を参照）するもの、ということになるといえるでしょう。 
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よって、本来のディスにおける argumentの真髄は、本質とは自らの意見を相手に納得、受け入れさせる「説得」ではなく、皆

が互いの意見を練磨しあうことによって最良の conclusionを「構築」することにあるわけです。 

 

第一章 第二節 confirmationの必要性 

第一章 第二節 confirmationの必要性 

次に、私が考える confirmation（以下、Ｃ）観について述べます。 

私は、Ｃ不要論をとります。Ｃはディスにとって不必要なものであるというものです。 

ここで勘違いしてほしくないのは、Ｃを一切するな、ということではありません。 

Ｃがないほうがディスとしてはより理想的だ、ということです。 

Ｃが必要な状況というのは、誰かがしゃべったことを誰かが理解できていないということです。 

つまり、自分の発言を正確に相手に伝える能力（ディス界ではpresentation skillと読んでいます。以下、プレゼン能力）が足

りないか、あるいは多少不十分なプレゼンでも理解できる十分な理解力が足りていない、ということになります。 

したがって、プレゼンが完璧ならば、あるいは理解力が非常に高ければ、あるいは、プレゼンと理解力がともに一定水準に達し

ていればＣはなくても話は伝わるということになります。 

 

ディスにおいて confusionを見事に解決する人々（※注）は、Ｃなしでも話を理解していることになりますし、さらに自分の発言

（この場合はＣですね）を一発で相手に理解させていることになりますから、そのような Discussantだけでディスをすれば、理

屈の上では十分Ｃなしのディスが可能ということになります。 

実際に、私の代のＷＥＳＡはＣ嫌いが多かったのですが、春セミ前にＰＤをＷＥＳＡだけで行ったりすると、Ｃの回数は全部で 5

回にみたないということが普通でした。リフレではきまって一言目に「もっとＣをしよう」といわれましたね。（彼らいわく、「Ｃなん

かなくてもわかるからいらない」と反論していましたが。） 

なので、Ｃなしでも成り立つディスというものを目指していってもらいたいと思います。 

ディスのレベル云々を抜きにしても、Ｃは同じことを（主としてよりわかりやすい、違う表現で） 

繰り返すわけですから、単純計算でも 2倍の時間がかかります。ＣにＣを重ねたりするとなおのことです。 

タイムコストを考えるなら、なおさらＣは必要最小限にしていっていただきたいですね。 

 

ただし、Ｃを減らそう減らそうとして理解が不十分なままでディスをしてごちゃったりすると本末転倒です。無理をせず、必ずあく

までも理想がＣがないディスなんだとおもってプレゼン力や理解力を高めていってください。 

 

※注：ディス界では Handler と呼ばれる人が多いですが、Argumenter と呼ばれる人にいないわけではありません。 

Argumentを有効に行うには理解力やプレゼン能力が不可欠なため、ハイレベルな Argumenterは Handlingを当然のよ

うにこなせます。ただ、handlingよりも argumentを好むために handling積極的にやろうとしない（ほかの人物に任せがち

な）ので Argumenter といわれているのでしょう。 

Ideaのみで勝負というハイレベルとはいえないArgumenter、これはまだ自称Argumenterといったレベルだと思いますが、

このような人の場合には Handlingができないということになるでしょう。 

また、逆に Handlerは argument をこなせるとは限りません。Argument もこなせるタイプの人は、どちらも積極的にこなす

all-rounder と呼ばれる、極々少数のタイプのことが多いです。 

それは、handlingはできる人ならば誰が行っても結果にそれほど変わりがないですが、argumentはその人のオリジナリテ

ィが出ます。Argumentができる人は、自分の意見を述べたくなるものだから、handlingだけを好んで行う人はあまりいない

と思われるからです。 

また、handlingは誰が行っても結果にそれほど変わりがないからこそ、argumenter と呼ばれる人はあまり handlingに面

白みを感じないのかもしれませんね。事実、私はそうでしたし、私の代のＷＥＳＡのチーフもそのような考えでした。 
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だからall-rounderと呼ばれる人（どちらも積極的にこなす人というだけではだめで、その能力がある人）は各時代にせいぜい

２,３人、といったところというのが私の感想です。昔はもっといたようですが。 

 

そもそも、ディス界で Argumenter とよべる人物（自称は除く）、argument をこなせるレベルの人物は非常に少ないです。

年々減っているようにも感じられますし、argumentのレベルも下がっていっているように感じられます。Discussionとは論議

です。論議というからにはargumentがあってこそのもののはずです。ですからぜひ、argumentにチャレンジしてほしいです

ね。 

 

第一章 第三節 Presentation Skill 

第一章 第三節 Presentation Skill 

次に、具体的なプレゼン能力の鍛え方です。 

 Ⅰ Presentationの基本 

 Ⅱ わかりやすい Presentation とは 

 Ⅲ わかりやすい questionの仕方 

 Ⅳ Presentation練習法・実践編 

 

第一章 第三節 Ⅰ Presentationの基本 

第一章 第三節  

Ⅰ Presentationの基本 

私が考えるプレゼンするにあたって注意しなければならないことは Choice of wordsです。つまり、いかに一義的な意味の単

語を使うかということです。 

その単語を聞いたものがひとつの意味しか思い浮かべない、という単語を選んで話すということになります。 

ひとつの単語でみながそれぞれ違う意味を思い浮かべたら、混乱の元になるというのは明らかです。だから、そのような表現

はさけなければなりません。 

たとえば一般に、expensive という単語には、非常に幅があります。小学生には 1000円は大金でしょうし、金持ちにとっては

1万円などはした金、という人も少なくないでしょう。 

このように、意味に幅がある words, phrasesは避ける、というのが基本です。 

一般に adjective、adverbは意味に幅が広く、nounや verbはそうではない場合が多いです。 

よって、前二者をさけ、できるだけ後二者に言い換えるというのが基本になります。 

ただし、nounは nounでも pronounは誤解を与えがちだったり、あるいは suffering（※注）のような、意味が広い noun も

少なくなかったりと、例外も多々あるので注意が必要です。 

どうしても adjectiveが必要な場合や、意味の広い nounを使いたいような場合は、補助手段として、その word を意味が一

義的になるまで defineつまり、term-definition しましょう。 

 

Choice of words（以下、ＣＯＷ）と term-definition（以下、ＴＤ）、これが基本です。これがしっかりできていれば多少微妙な

プレゼンをしても誤解を与える要素が格段に少なくなるので、非常に伝わりやすくなります。 

 

 

※注：余談ですが僕が思うに、suffering とは必ずmental なものだと思うのでmental suffering, physical suffering と

いうわけ方はナンセンスです。仮に、physicalな pain というものがあっても、心がそれを苦痛だと感じなければ suffering と

はいえないからです。 

よって、suffering coming from physical pain と、suffering coming from psychological painの二つに分けるほう
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が正しいのでしょうか。 

前者は肉体的痛み→精神的苦痛で、後者は精神的苦痛のみ、ということになるでしょう。 

 

第一章 第三節 Ⅱ わかりやすい Presentation とは 

第一章 第三節 

Ⅱ わかりやすい Presentation とは 

プレゼンのためのテクニック（ＣＯＷやＴＤに比べれば小手先のテクニックですが）としてよく言われる、ＣＣＦ、ＮＬＣ、ＡＲＥＡとい

うものがあります。（この三つがわからない場合は、先輩に聞くか、私にメールしてください。） 

このテクニックの有効性について軽く述べます。 

まずＣＣＦですが、これはそもそも日本人的な思考にそれほどなじまないので特に気にしなくても大丈夫です。流れを説明して

いって最後に結論を述べる、ＣＣＬのほうがわかりやすいということは十分あります。 

ＣＯＷとＴＤの二つができていればＣＣＦには特に注意しなくても大丈夫ですし、ＣＣＦをいかに気をつけても上二つができていな

ければ、結局誤解を生みます。 

たとえば、How is the death penalty sentenced？といわれたとして、Howの単語がまさしくＣＣＦになっているにもかかわ

らず、何をどう答えるべきかがわかりません。これ以上簡略化しようもないほどに単純な表現にもかかわらずです。（わかりや

すいＱの仕方は後述） 

「短い、簡単≠わかりやすい」ということに注意してください。よく、long presentationや long  

explanationは悪いプレゼンの見本のようにいわれますが、明瞭なＣＯＷを行っているならば、たとえＴＤがくっついて長くなっ

たとしても十分わかりやすい説明ができますし、また長くないと誤解なく伝わらないということが十分ありえます。 

私は、わかりやすいままなら長いほうがより正確で詳細な情報を相手に与えるので、長いほうがいいとさえ思っていまし、そう

実行してきました。 

 

また、ＣＣＦに注意する必要はありませんが、ＮＬＣは非常に便利であるので、COW とＴＤを基本としてＮＬＣを使っていったほう

がいいと思います。ＮＬＣはＮＬの部分がＣＣＦになっていますし、ＮＬＣにだけ注意していればほかのテクニックは特に気にしな

くていいでしょう。また、後述しますが、チャートとの親和性が高いのがＮＬＣの利点ですので、ＮＬＣは意識して使ってみるとい

いと思います。 

ＡＲＥＡはそもそも用途が違うのでここではとりあげません。 

第一章 第三節 Ⅲ わかりやすい questionの仕方 

第一章 第三節  

Ⅲ わかりやすい questionの仕方 

さらに、このことから派生して、わかりやすい question（以下、Ｑ）の仕方というものが存在します。 

一般に Do ~？の形の疑問文は、原則として Answer（以下、Ａ）が Yes/Noの 2択に限られるので、相手にもＱの意図が伝

わりやすく、Ｑのプレゼンには適しています。 

それに対して５Ｗ１Ｈ等疑問詞で始まるＱはＡの幅が広く、questionerの意図に合致したＡが得られるように相手にＱが伝わ

らない可能性が高いです。whenやwhere（やwho）はともかくとしても、what や how（やwhy）は特にＡの幅が広いといえ

るでしょう。 

そのような場合は、自分で想定した答えの example を列挙し、 

What（How） ~？ I hit on 3 kinds of examples as an answer. First, ~, second, ~, third, ~, which or 

another？といった風に、what, howよりもwhich というwordを choice したほうが、Ａの例を出すことによってＱの意図が

読みやすくなる（※注）こともあって答えやすいです。ただし、自分の想定した答えの例に答えがない場合がありますので、Ｑの

相手（主にオプレ）を困らせてしまう可能性があります。そのことには注意しましょう。答えの想定ができない場合は、自分はど

ういうことが聞きたいのだということを十分説明するといいでしょう。つまり、whatや how とはどういうことなのかをＴＤするとい
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うことです。 

また、whichの疑問文はＮＬＣのプレゼン形式となじみやすいので、ＮＬＣを自然に行うことになることが多く、それもわかりやす

くする要因になっています。 

 

 

※注：このようにＱをすると strategy（以下、ストラテ）としてのＱ（以下、ストラテＱ）がその意図が見抜かれてしまってやりにくく

なるという考えもあるかとは思いますが、私はストラテＱというものを重視しません。 

前もって consensus（以下、コンセ）をとっておくという布石がなければ成立しないような argument などたいしたことがないと

思いますし、また、コンセは絶対ではなく後で覆すことも十分可能なので前で布石になるＡを引き出してコンセをとっておくこと

にそれほどの価値があるとは思えません。ただし、前もって情報を共有することにより、後の argument時に進行をスムーズ

にするという意義はありますが、進みをスムーズにするだけならば、Ｑの意図がよまれてもかまわないということになると思い

ます。 

また、一回とったコンセを後で覆すなんてずるい、卑怯だと考える人もいるようですが、コンセは事実ではないので、間違ってい

る可能性があります。ディスの目的が、テーブル全体で Best conclusionにいたることである以上、間違いを正すのは当然で

あって卑怯でもなんでもありません。 

そのような考えは、ＡＤ対ＤＡ、あるいは Aff対 Neg といった Debate的な二者対立関係を Discussionに持ち込んでいるこ

とにほかならず、ディスの本質を勘違いしている、といえるでしょうから考慮に値しません。 

第一章 第三節 Ⅳ Presentation練習法・実践編 

第一章 第三節 

Ⅳ Presentation練習法・実践編 

プレゼンの練習方法について述べます。ＣＯＷやＴＤの一般的なやり方についてはすでに述べましたので、その二つには注意

しながらプレゼンしているということを前提に、プレゼン能力を上げるため具体的に何をすればいいかについて書きたいと思い

ます。 

 

プレゼンの質を下げる原因になっているものに chartがあります。Chartをかくと視覚情報を相手に伝えるためにわかりやすく

なるのですが、その分自分の口から出る言葉が多少いい加減でも相手に伝わることになります。そのため、いざ chartなしで

プレゼンするとまともに伝えられず、ちょっとしたことにもとにかく chart を書きまくるということになってしまいがちです。 

Chart を使うこともプレゼン技術の一つですので chart自体を否定はしませんが、そもそも会話は口上で交わすもので、図が

なければ会話できないというのは明らかに普通ではありません。原則として口で説明して、それでも説明が難しいときには図を

使う、というもののはずです。プレゼンを向上させるために、思い切って chart を封印してしまいましょう。 

 

さて、ではどのように chart離れし、プレゼン向上の練習をするかについてです。 

①chartを書くことによって考えを整理します。しかし書いた chartは他人にはみせません。自分でその chartを見ながらプレ

ゼン、つまり chartの図を、図を見せずに口だけで説明するようにします。そして、試してみたがどうしても口だけでは伝わらな

い場合には書いた chart を見せるという、最後の手段としての chartの使用というふうにしましょう。 

Chartを書くことによって頭の中が整理されますので、モヤモヤしたまま伝えなくてすみます。また、chartには keywordを書

くものなので、keyword を見ながら英語を組み立てる練習になります。さらに、chart、特に divideの chart を説明すると自

然にＮＬＣのプレゼンになることが多いので、わかりやすいプレゼンを自然とできます。 

 

②chartの代わりに、keyword を書いたメモ書き（outline）を軽く書いて考えを整理し、outlineを見ながらプレゼンします。

最終手段としての chartを放棄し、逃げ道をなくすとともに、見せるためのものである chartを書かなくていいので、chartほど

わかりやすく書く必要がなくなるため、書くことが簡略化されて実際にしゃべるまでの時間が短くなります。また、chart を説明
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するのではなく、あくまでも outline を参考に自分の考えをしゃべるという違いがあります。 

さらに、outline をだんだん簡略化していくことでメモ離れをしましょう。 

また、実際にアメリカの speechの授業では、必ずoutlineを書くところからwritingが始まります。私の speechの先生（U.S.

出身のnative speakerです。）は、英文を全部書く（べた書きとよく言いますね）ことは英語をしゃべる練習にはならないから、

keywordのみをoutlineとして組み立てて書いて考え、構想を整理したら、outlineを見ながら自分の口で英語を組み立てな

さいというようなことをおっしゃっていました。 

Speechの outlineは段落構成等も含む少し複雑な形式をしていますが、ディスの場合は所詮一発言の outlineなので、簡

単なものでいいでしょう。 

 

③outlineは書いて頭の中を整理はしますが、outlineを見ないで自分の口だけで説明します。Outlineはあくまでも自分の

考えを整理するためだけにつかって、いったん整理したらその整理されたはずの自分の頭の中の考えだけを頼りにプレゼンす

るということです。 

 

④書くことによって考えを整理せず、とにかく頭の中のモヤモヤした考えを口に出すことによって整理します。一通りしゃべった

後、自分のわかりにくい説明を自分でＣをするようなつもりで、しゃべることによって整理された考えに従って、自分の発言をま

とめ、プレゼンしなおします。 

 

⑤頭の中だけで考えを整理し、それを一発でわかりやすくプレゼンします。 

 

という風に①→②→③→④→⑤と段階を踏んでプレゼン能力をあげていくといいと思います。 

また、argumentの preparation（以下、プレパ）の時に、べた書きをする人がいますが、それは即興的なプレゼン能力を上

げないので、その場合もべた書きを書かずに chartを書くか、keywordを記した outlineを書いて、chartや outlineを見な

がら argument をプレゼンする練習をするといいと思います。 

 

第一章 第四節 Logic と Logical thinking 

第一章 第四節 Logic と Logical thinking 

 Ⅰ 三角ロジック論 

 Ⅱ 正しいロジックとは・応用的内容 難易度高 気の向く人のみ 

 Ⅲ 本当の三角ロジック・発展的内容 難易度超高 Ⅱに耐えられた人のみ 

  a)三段論法の問題点 

  b) Mr. Toulmin 紹介 

  c) Toulmin’s Model 構成 

  d) Toulmin’s Model の具体例 

  e) Toulmin’s Model に対する批判とその扱い 

 Ⅳ Logical thinking と critical thinking 

 

第一章 第四節 Ⅰ 三角ロジック論 

第一章 第四節 

Ⅰ 三角ロジック論 

三角ロジックに関する考え方についてＤＩＳ界にはいくつかの傾向があると思います。 

以下の説は私が傾向について勝手に命名しただけなので、実際にこの言葉をいっても通じないので注意してください。 
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１．必要説（要請悦）→某大学など。関西系に多い気がします。あくまでも気がするだけですが。 

Logicを検証するためには三角ロジックが必要不可欠であるため、必ず三角ロジックを用いるべしという説です。 

 

２．不必要説 

三角ロジックは必ずしもなければならない、というわけではないという説。 

三角ロジックの使用する場合の捉え方においてさらに二つに分かれます。 

 

 a)積極的認容説（便益説）→みな意識してないけど通説だと思います。 

三角ロジックは Logic（reasoning）を考えるための指針になる上、論点整理、話し合う論点の順番付けなど、Logic検証のた

めに便利であるから、あるいは三角ロジックを用いないと Ideaが理解できない人、あるいは三角ロジックを用いないと納得し

ない人が存在するため、使っていこう、という説。 

 

 b)消極的許容説（誤用禁止説）→私のとる説 

Logicを正しく使えている((ここでいう正しくとは、三段論法に基づいている、ということ。))かぎりでは、あえて禁止すべきとま

ではいえないので使ってもかまわない、という説。 

 

３．不要説（否定説）→伝統的なＷＥＳＡのＤＩＳのスタイルです。 

三角ロジックは害悪であるため、使うべきでない、という説。 

具体的な害悪とは、 

i)わずか３つに論点を限定してしまうために、個別の論点に当てはまらない反論などの検証がうまくいかない。 

ii)三角形になっていれば Logicが立っている、という誤解を与えて正確な検証を妨害する。 

iii)きちんとした三角ロジックを理解している人が少ないうえ、それを伝える人はもっと少ないため、正確に使えるものがほとん

どいず、なおさら Ideaが歪む。 

vi)All Cutや甚大な DAなどの複雑な Logicが必要な Idea もわずか３sentenceであらわそうとするため、Logic

（reasoning）が非常に荒くなってしまう。 

v)３sentenceに無理やり当てはめようとして、高度な、あるいは自由なアイデアの発想を妨害する。 

等いろいろです。 

 

 

三角ロジックがあること＝Logical というわけでは絶対にないのはわかると思います。 

実際に数学の証明や、公的な議論において三角ロジックなど使われていませんが、彼らの議論は illogicalだとは普通は言い

ませんよね。 

あくまでも三角ロジックはツールに過ぎないわけです。Logicの指針になる、といった程度の効果しかないというのを覚えてお

いてください。 

 

そして上述したとおり、そのデメリットも多々存在するわけです。 

特に問題なのが、実際には data と warrantの二つしか examine しないということです。（※注） 

わずか 2 sentencesで証明できるような簡単な論理などほとんどないといえるでしょう。そのような論理は軽く説明するだけで

皆が納得できるはずです。 

また、論点を 2 sentencesにすることで、議論の余地を非常に狭めてしまいます。それを防ぐためにいくつも三角を重ねること

は、争点の整理にならず、やたらと複雑化させるだけであって chart もみにくくなるので、その必要はないと思います。 

 



ロジック（論理立て）の流れを順にフローで説明すればいいのではないでしょうか。 

Chart を書く場合は、solutionのところみたいに、上から順に結論に至るまで Link を連ねていけばいいと思います。

seriousness of harmの部分で具体例を載せて起きますので、二章四節Ⅱを参照してみてください。 

 

 

個人的には、三角ロジックの持つ数々の害悪を考慮するに、やはりＷＥＳＡにおける伝統的通説を採るべきだと思いますが、

実際に間違った用法でないならば、禁止するべしとまではいえないと思われるので、消極的許容説をとっているわけです。 

ぜひ一回三角ロジックが本当に必要かどうかを考えてみてください。 

 

 

※注：claimが正しいか見るために data と warrantを examineするわけですよね。だから基本的に data と warrantが

正しければ claimは正しいことになります。 

例外としてディス界における indirect objection という方法があります。 

ディス界での Indirect Objection とは、Objectionの対象の Logic とは別の Logic を立てて反論することです。どちらの

Logicがより正しいのかのコンパリ argumentになります。 

そしてDirect Objectionは相手の Logic自体が間違っていると反論することです。Dataやwarrantに対して反論するから

direct といっているのでしょう。 

 

それに対して本来の（ディス界ではない一般において）Direct Objection とは相手の主張と対立する主張を述べることで、

Indirect Objection とは相手の主張に対する理由付け、根拠、証拠資料に反論するものです。 

Direct Objectionの場合は相手の主張と反対の主張を Logicたてて説明するため、DIS界の Direct Indirectの区別と

は逆になってしまうことになるわけです。よくわかりませんね。 

 

ちなみに普通の議論（debateもです）では両方併用します。片方だけじゃ切りきれないので、Indirect（一般のです）で相手の

Logicを削りつつ、こっちの Directの Logicで Outweighするのが普通の argumentです。 

 

第一章 第四節 Ⅱ 正しいロジックとは 

第一章 第四節 

Ⅱ 正しいロジックとは 

ここから先は応用編です。それなりに高度な内容が書いてあるので、気が向いた人だけ読んでみてください。 

 

ＤＩＳで三角ロジック（もどき）をみていると、単なるフロー（リンクの流れ）を三角形であらわしている場合が多く、三角である必要

性が感じられません。 

三角ロジックというと、三角になっているだけでロジックになっているかのような誤解を与えがちなので、そのような場合はあえ

てただ「三角」と書くことにします。 

また、 

図 1-4-1 
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図 1-4-1のように claim→data→warrant→claim と claimから始まって claimに戻る構造になっているのも謎です。 

普通に data→warrant→claimで Logic としては一応形式が整うと思うのですが。 

私に考えられるのは二つありまして、 

１CCF を意識的にさせるため、claimを先に述べさせる 

２数学の証明の場合は仮定→結論→証明の順番で記述するので、結論つまり claim を先に述べさせている 

というものがあります。しかしわずか 3 sentences程度でCCFを気にするというのも馬鹿らしい話ですし、2の場合も、ただ証

明の場では結論を述べるのが先（つまり CCFをする）という慣習があるだけのことに過ぎません。日本人的な思考方法にＣＣＦ

がなじまないことは一章三節Ⅱですでに述べましたね。 

ただし、chartによらず、口だけで説明するときにはCCFを意識して claimを先に述べることには意義があります。それは、何

を証明したいのかが前もってわからないと、どこに注意して Logicを審理すればいいかが明確にならないからです。だから、証

明の場では先に結論を述べるのです。 

しかし、seriousness of harmのように、何を証明したいかがあまりにも明確な場合には、あえてこだわる必要もないと思い

ます。 

また、それ以外の argument でも、まずどんな反論なのかを先に述べてから、Logicの説明に入る場合が多いでしょうから、

あえてclaimから先に述べなくても、相手にはもう証明したい結論が先にわかっていることが多いため、やはり特に気にする必

要はないと考えられます。 

 

 

一般にディス界で行われている三角ロジックは論理学から来ているものです。すなわち伝統的論理学における推理論の基本

である、間接推理の典型たる三段論法（ギリシア語で syllogismos）による演繹的証明に他ならないということになります。（※

注１） 

 

すなわち、概略を述べると、小項辞をＡ、媒項辞をＢ、大項辞をＣとして、大前提たるＢ⊆Ｃに小前提Ａ∈Ｂを当てはめることに

よって命題Ａ∈Ｃを証明する、というものです。 

 

∈や⊆とは数学の集合演算の記号であり、論理記号でもあります。∈は「要素である（元として含まれる）」⊆は「部分集合であ

る」ということです。 

A∈Bは「Aは Bの要素である」、B⊆Cは「Bは Cの部分集合である」という意味になります。 

∈と⊆の違いは、前者が要素と集合の関係において使われるのに対して、後者は集合同士の関係を示すのに使われます。実

際に日本語としては「属す」「含まれる」ぐらいに解釈してかまいません。 

図 1-4-2（ベン図といいます）を見てください。 

図 1-4-2 
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Ａはひとつの状態（正確には事象です。）それに対してＢやＣは事象の集まり＝集合です。 

ひとつの事象と集合の関係を表すのが∈で、集合と集合の関係をあらわすのが⊆です。 

そして、A∈B というのは、Aは B という集合の中のひとつの事象であるということを、 

B⊆C というのは、Bは C という集合の一部分である、ということをしめします。 

ただし、実際にはＡは一つのものとも一つの集合とも考えられる場合がかなりありますので（※注２）A⊆B、B⊆C、A⊆C と書

いてもかまわない場合が多いのですが、とりあえずは、論理の基本に従って A∈B、B⊆C、A∈C と書いておくので、そのつも

りで下記を読んでください。 

また「=」ではいけないのかという話しがありますが、「=」は集合が一致する場合に使います。ベン図で表すと図 1-4-3のよう

な場合にのみ使います。（※注３） 

図 1-4-3 

 

                     

小項辞というのは、目の前の具体的なひとつの事象（状況、状態、物など）で、大項辞とは抽象的な広い事象を表します。 

具体的なひとつの事象は抽象的な広い事象よりも小さいですよね。だから小、大とついているのです。 

そして、媒項辞とは小項辞と大項辞との関係を説明するときに「媒」介する役割を果たすので「媒」項辞といいます。 

 

次に大前提、小前提ですが 

小前提は目の前の具体的事実のことです。それに対して大前提とは一般的な原理、論理、真理といったものです。 

そこで、三段論法を論理記号と日本語を交えて表すと 

「A∈Cである。なぜなら A∈Bでありかつ B⊆Cだからである。」となります。 

（論理記号だけで書くなら A∈C∵A∈B∧B⊆Cですが、気にしなくていいです。） 

また、本来の三段論法では大前提を小前提より先に書くので 

「A∈Cである。 なぜなら B⊆Cでありかつ A∈Bだからである。」となります。 

中途半端に大前提と小前提を入れ替えるぐらいなら、いっそのこと順番全部逆にしていいとおもうんですよね。 

「A∈Bであり B⊆C なので A∈Cである。」のほうがいいと思いませんか？ 

 

さてこのままだとちっともわからないと思うので例を挙げてみます。 

たとえば、Aが私（ひとつのものですよね）で、Bが人間（これは、人間という集合ですよね）、Cが生物（これも生物という物の集

合ですよね）であるとします。 

 

私が生物であることを証明したいとします。（証明の場では、まず「私が生物であることを証明したい（する）」と先に結論を述べ、

証明の真偽の確認をしやすくしますが、ディスの場合は前述したとおりそこまでこだわらなくていいでしょう） 

そこでまず「私は人間である」という目の前の事実を言います。次に「人間は生物である」という一般的真理を述べます。すると、

「私は人間で、人間は生物なので、私は生物だ」という証明の流れによって、「私が生物である」ことを証明できたことになりま

す。 

図 1-4-4 
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ベン図で示すと、図 1-4-4のようになって、「私が人間に含まれ、人間というのが生物の一部分であるから、当然私は生物に

含まれる」ということになっているのがわかると思います。 

結局のところ、目の前の事実を一般的真理に当てはめることによって証明するものが三段論法です。 

 

 

これを三角で書くと 

１） 

Ａ∈Ｃ（結論よって claim） 

|＞Ｂ⊆Ｃ（大前提=すなわち普遍的あるいは一般的な理論、事実よって warrant） 

Ａ∈Ｂ（小前提＝具体的かつ個別な事象、よって data） 

となるわけです。。 

 

あるいは、 

claim（主張） 

|＞warrant（正当な理由、根拠） 

data(基礎情報、基礎資料) 

という語句の意味の解釈しだいでは 

 

２） 

Ａ∈Ｃ 

|＞Ａ∈Ｂ⊆Ｃ 

Ａ 

ともかく場合もありえます。 

 

１）では基礎情報を目の前の具体的個別的事象たる小前提Ａ∈Ｂにおき、正当な根拠を普遍的理論たる大前提Ｂ⊆Ｃにおい

ているのに対し、 

２）では基礎情報をＡという単一の事情におき、正当な根拠を∈Ｂ⊆Ｃという属・包含の理論においていることになります。。 

 

１）のほうがより正確に三段論法に基づいている、といえますが、現在のＤＩＳ界では、三角ロジックの使用法を間違えていない

場合でも、２）の様になっていることが少なくないということをあげておきます。 
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最後に誤用について 

一番多い誤用（ただし Seriousnessの Reasonの部分のみ。それ以外は 2）の誤用が多いです。）は小前提の説明、立証が

不十分であるものです。 

 

Ａ∈Ｃ 

|＞Ｂ⊆Ｃ     

Ａ∈?Ｂ     

という場合 

極端には 

Ａ∈Ｃ 

|＞Ｂ⊆Ｃ 

Ａ 

というものです。 

 

三段論法は、小前提の立証、大前提の立証、そして小前提が大前提に当てはまることを示して（本来は小前提と大前提が立

証できれば特に説明しなくても当然 A∈B⊆C となるので、間違いなく当てはまるわけですが）初めて結論の立証がなるという

ことを忘れてはなりません。 

小前提と大前提、どちらの立証がかけても結論の証明は不十分になってしまうのです。 

しかし、上記の三角ロジックは A∈Bの小前提の証明が不十分です。 

 

具体的に述べますと、たとえば seriousness of harmにおいてよく見る三角 

This situation is Serious 

|＞Against will is serious 

People get MS 

というものです。しかし、これはちょっと省略しすぎではないでしょうか。しかも省略の仕方もよくないです。 

はっきりいうと、claim、data、warrant で共通する wordがなんと warrant と claimの seriousだけです。 

A∈C 

|＞B⊆C 

A∈B 

の形になっているか判断しようとしても、C=serious ということぐらいしかわかりませんね。なにが Aで、なにが Bなのでしょう

か。そして、dataは A∈B と、warrantは B⊆C を説明しているのでしょうか？ 

もっとも厳密な論理学である数学の場合は、式変形をする場合ははっきりとそう変形されるのがわかるというレベルにまで、細

かく段階を分けなければなりません。 

証明も同じです。そのようにいえることが特に説明しなくても明らかなレベルにまで、段階を細かくわけなければなりません。こ

れは、linkに step senteceをおいて、すべて clearで説明できるまで link を細かくするのと同じことです。 

Logic というのは linkageを証明していくことなのです。目の前の事実から、結論にいたるまでのつながり（linkage）を示すの

が Logicなのですから。 

 

話がそれましたので元に戻ります。 

しかし、この三角では「against willはどこからでてきた？」とか、「this situation ってなに？」とか、「MSはどこにいった？」



という疑問が当然寄せられるでしょう。つまり、三段論法の形をまったく踏んでいないということになります。 

三角ロジックは chart として出す場合が多い以上そこまでも厳密に書くわけにもいかず、ある程度の簡略化をしなければなら

ないのはわかります。そのために、keywordに限ることもやむをえないでしょう。しかし、その場合は必ず口で細く説明をし、そ

の説明がかならず簡略化したのを元に戻すものでなければならないことは、明らかでしょう。残念なことに、そのような説明が

満足にできていない人がほとんどです。 

三段論法とは、証明のモデルです。モデルとは現実と離れたところに作られるもので、言ってしまえば机上の空論です。モデル

をそのまま適用することができるケースはほとんどありません。 

現実にわずか 3 sentencesで証明できることはまずないということは述べたとおりです。 

したがって、モデルをどう応用して実際に適用するかが問題にあります。 

 

三段論法の場合は、そのような段階をいくつも積み重ねることで証明するわけです。 

前提事実（論理学においては仮定）と結論との間に、証明しなければならないことが一つある場合、つまり仮定→中間結論→

最終結論となっている場合は、三段論法を各矢印について一回ずつ、計二回行うことになるわけです。 

よって、実際にこのような場合は 

仮定→媒介１→中間結論→媒介２→最終結論となり 

仮定→媒介事象１が小前提１、媒介事象１→中間結論が大前提２、中間結論→媒介事象２が小前提２、媒介事象２→最終結

論が大前提２になり中間結論と大前提１と小前提１で三段論法一回、最終結論と大前提２と小前提２で三段論法 2回をおこな

うことになります。 

結局、小前提と大前提と結論が二つずつ、なので、全部で 6 sentencesが必要になります。 

 

では三角ロジックの場合はどうでしょうか？ 

わずか 3 sentencesからなる三角ロジックという三段論法を図にしたモデルをどう応用していくべきでしょうか。二つの方法が

大きく分けて存在します。 

 

 

i)まず、三段論法の用に積み重ねていくやり方がまず考えられます。 

この場合、小前提が data、大前提がwarrant、結論が claimになるわけですが、三角 1の claimつまり中間結論がそのま

ま三角 2の data（上の例では dataですが、三角の積み重ね方しだいでは warrantにもなります。）になるので、claim1 と

data2（warrant２）の sentenceが共通になって、5 sentencesですむことになります。三角を書くと下記のようになります。 

claim2                claim2 

|＞warrant2 |＞warrant2=claim1 

data2=claim1 data2 |＞warrant1 

|＞warrant1 data1 

data1 

というような感じですね。右が warrant2 と claim1が共通の場合です。 

 

 

しかしこのような場合には、あえて三角を重ねて説明せずとも、フローでかいても十分Logicを立てられるつまり証明できること

は前でも書きましたし、二章四節Ⅱで具体的に触れています。 

data1 data2 

|-warrant1 |-data1 

data2=claim1 |-warrant1 



|-warrant2 warrant2 

claim２ | 

claim2 

モデルで書くと上記で十分であるということです。三角を重ねるより構造が単純で考えやすいですよね。 

 

ii)それに対して、もう一つのモデルの応用のさせ方は、あくまでも三角を一つしか書きません。あとは全部口頭の説明で補い

ます。 

つまり上の三角モデルでは、data1、warrant1、claim1の三角を chartに書かず、すべて口で説明するということです。 

この場合は、三角は、あくまでも Logicの概略を皆に示すだけのものにすぎず、実際の証明はほとんど口頭で行うことになりま

す。つまり、三角は、こういう順番で証明していくということを皆に教えるだけで、Logicにかかれた順番で実際には「口で」説明

し、証明するわけです。 

一種のＮＬＣのようなものだといえます。 

 

 

ではモデルの話を離れて具体的にどうなるかを考えてみましょう。 

よくやる間違った seriousnessの三角を書き直すと最低でも下記のようになります。 

①This situation is serious for the victims. 

|＞③Situation against someones’ will is serious for them. 

②This situaion is against people’s will. 

ここでの peopleは victimsに読み替えられます。 

この三角ロジックに治してはじめて、A=this situaion、B=situation against will、C=serious situation となっていること

がわかるのがわかるでしょうか。 

A∈C 

|＞B⊆C 

A∈B 

にちゃんとなっていますよね。これが、三段論法による三角ロジックモデルを適応した形になっています。 

 

 

さてここで、応用 i)をとると 

dataの部分に 

②This situation is against people’s will. 

|＞⑤To get MS is against will of the targets of MS. 

④People get MS in this situation. 

となります。ここで初めて People get MSがでてくるわけです。 

ここでは A´=this situation、B´=situation that give MS、C´=situation against will 

となりますね。 

さらにいうならばこの B´⊆C´の warrantに 

⑤To get MS is against will 

|＞⑦To get something that people don’t want is against will of them  

⑥People don’t wanna get MS, but they get MS in this situation 

と三角をつけて、とりあえずは三角ロジックとしての一応の完成を見ます。一見して明らかとわかる程度にまで細かく分けた形

にはなっているでしょう。 



そして、反論がきたらさらに三角を書いて細かく説明していくことなります。逆に反論がこなければここで終わりです。 

三角は 

① 

|三角 1＞③ 

② 

|三角 2＞⑤ 

④  |三角 3＞⑦ 

   ⑥ 

となります。これで③にもさらに三角を付け加えたりすると非常に複雑ですし、まず chartに収めるのが大変です。 

 

そこで、応用 ii)を用いるわけです。この場合には 

① 

|＞③ 

② 

の chartだけを示して、それ以外の三角２、３については全部説明することになるでしょう。 

実際には②の説明として 

In this situation, people don’t want to get MS, but they get MS, so this situation is against their will.とい

った感じでしょうか。（※注４） 

これは、応用 i)に比べて簡単そうです。 

 

しかしこれは当然なのです。なぜなら②の説明というのは、実はフローを口に説明しているだけだからです。 

People don’t want to get MS, but they get MS in this situation 

|-To get what people don’t want is against their will. 

This situation is against their will 

|-Situation against someone’s will is serious for them. 

This situation is serious for the victims. 

のフローの上三つを述べているだけですよね。 

やっぱり三角を使わずに、Link flowでいいじゃないかということになります。応用 i)よりもずっと単純で簡単ですしね。 

ちなみに、私が本章本節Ⅱで述べた消極的許容説の、「正しく使えている」場合とは、この応用 i)および ii)を行っている場合と

いうことです。 

 

 

また、余談ですが、MSの例で Logicの立て方は一つではありません。上述のは代表的なものです。二章四節Ⅱはまた違った

立て方をしていますし、他の Logicの立て方もあります。 

例として、against willだから MSを受けるという場合（ＭＳの causeが against willだからと説明する場合）に使われるも

のとして 

 

This situation is serious. 

|＞Situation against someones’ will is serious for them. 

This situaion is against people’s will. 

|＞MS caused by to do what people don’t want to is against their will. 

To do what people don’t want to makes them get MS in this situation. 



という感じのものがありえます。 

Link flowでかくと 

People get MS because they do what they don’t want to in this situation. 

|-It is against their will that people do what they don’t want to. 

This situation that people get MS is against their will. 

|-Situation against someone’s will is serious for them. 

This situation is serious for the victims. 

となるでしょうか。一見すると上下をひっくり返したような形になっていますね。 

ちょっと違いますけどね。 

日本人的な、思考方法はＣＣＦになじまないので、やっぱりフローで書いたほうがいいと思いますね。 

 

 

 

三段論法について、より厳密に知りたい場合は下記のサイトを参照してみてください。 

http://www.sal.tohoku.ac.jp/~shimizu/medieval/logic/syllog.html 

なお、このサイトだけではチンプンカンプンという人は（少なくとも A,E,I,Oがなんなのか知ってないとわからないでしょう）、定

番ですが wikipedia を。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%AE%B5%E8%AB%96%E6%B3%95 

 

 

※注１：ここでいっていることはあまり気にしないでください。論理学においての位置づけを書いただけです。 

 

※注２：たとえば、this situation とは、thisに特に注目すれば一つの事象ですが、thisの中には、実はいろいろな場合があ

って、それを一定の定義で一つにまとめて this situationと呼んでいる場合。たとえば、Harmがpeople get MSの場合は、

それぞれの personが MSを受けている事象の集まりとも見ることができますし、Harm という一つの事象とも見られます。 

 

※注３：なぜ「=」でいけないかというと、たとえば this situation is against will という場合です。 

これが this situation = situation against will だとすると、逆から考えれば situation against willはすべて this 

situation ということになってしまいます。しかし違いますよね。いろいろある against will な situationの一つが this 

situation なわけです。だから含まれるという「∈、⊆」を使ったほうがいいわけです。 

 

※注４：実は、応用 ii)の方法をさらに応用すると 

図 1-4-5のような三角ができます。 

図 1-4-5 

 

http://blog-imgs-11.fc2.com/k/y/o/kyonq/20070809200100.jpg


 

このようなロジックを書いて、小前提 A∈B、大前提 B⊆Cを口頭で説明して、その結果結論 A∈Cを証明するというものです。 

この場合だとなぜ三角が claimに始まって claimに戻るのか（→の意味）が説明しやすくなる一方、claim、data、warrant

という呼び名が正しいとは言えなくなるという欠点があります。 

①の linkが data、②の linkが warrant、③の linkが claim となるのでしょう。ただ、③の矢印の方向は逆ですけどね。 

まあ、こんなのものあるぐらいに思っていてください。 

第一章 第四節 Ⅲ 本当の三角ロジック 

第一章 第四節 

Ⅲ 本当の三角ロジック 

ここから先はかなり発展的な内容が書かれます。上の三角ロジック論で限界という人は読まないほうがいいと思います。知ら

なくても十分ディスはできます。 

しかし、これから先を読むと、Logic、証明、そして Logical thinking というものについてのより深い理解が得られと思います

ので、余裕がある場合、あるいは argumenter として大成したい場合は読んでみるといいと思います。 

 

 

一章四節Ⅱつまり上の文章で、ディス界の三角ロジックは三段論法に基づくと書きました。 

伝統的論理学における三角ロジックはあくまでも三段論法であるし、それは間違いではありません。ディス界で三角ロジックを

まともに使えている数少ない人は、三段論法的に使っています。 

 

しかし、三角ロジックの元になったものは三段論法とは別の考え方から生まれました。 

ここでいう三角ロジックとは claim、data、warrantの構造からなる Logic という意味です。 

そして、claim data warrant構造の Logic というものは、Toulminが提唱した Logicモデルである、 

Toulimin’s Model からきています。（Toulmin’s Model については c）で書きます。） 

Toulmin’s Modelはなぜ生まれたか、Toulmin Model とは何かについてそれぞれ書いていきたいと思います。 

  a)三段論法の問題点 

  b) Mr. Toulmin 紹介 

  c) Toulmin’s Model 構成 

  d) Toulmin’s Model の具体例 

  e) Toulmin’s Model に対する批判とその扱い 

 

第一章 第四節 Ⅲ a)三段論法の問題点 

第一章 第四節 Ⅲ 

a)三段論法の問題点 

『三段論法とは意味内容を捨象した形式論理である。 

形式論理を厳密的に適用できるのは唯一数学だけである。 

実生活の論理は形式論理学では取り扱いきれない。 

もちろん根底には数学におけるような形式論理（数学的記号論理学）が存在するが、その応用系として、法学における論理を

モデルにすべきである。』 

Toulmin氏による。ただし直訳ではなく、意訳、補足を私がいれています。 

 

 

たとえば Seriousnessの三角について三段論法によるロジックですが 

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-14.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-15.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-16.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-17.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-18.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-19.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-15.html


C:A∈C 

|＞W:B⊆C 

D:A∈B 

に従うと 

 

C:This situation is serious. 

|＞W:Situation against someone's will is serious for them. 

D:This situation in which the victims have to do something that they don't want to do so is against victims' 

will. 

三段論法を正しく適用すれば↑となります。 

A=this situation 

B=situation against someone's will 

C=Serious situation 

となっていますね。 

A∈Bの∈にあたるのが、Dの in which以下 so isまでと victims'。 

B⊆Cの⊆にあたるのが、is と for them になっています。 

 

ここで、数学的には、つまり形式論理学的には(特に)Bが例外なく Cに含まれてなければならないわけです。 

しかしすべての situation against someone's willが seriousかといわれると、首を傾げざるを得ません。 

あくまでも、目の前のオピニオンの事案の against willは seriousだといえるでしょう。 

しかし、三段論法によれば、すべての situation against someone's willが seriousでなければこの上記三角ロジックは

成立しないのです。よってこのロジックは立ちきっていないことになります。this situationが、serious situationに含まれな

い situation against someone's will だったら立たないからです。本章本節Ⅱの図 1-4-5において私→this situation、

人間→situation againstsomeone’s will、生物→serious situation と置き換えた場合になっていればいいですが。 

図 1-4-6 

 

 

図1-4-6のような場合がありえます。大きい楕円がserious situationで、小さい楕円がsituation against somene’s will

で、黒丸が this situaion で、against will な situationのなかに seriousでないものがある場合です。 

①（水色の部分）は against will なんだけど sieriousでない部分。 

②（黄緑の部分）は against will で seriousな部分。 

③（黄色の部分）は against will じゃないけど seriousな部分ですね。 

 

そして、図 1-4-6のように、This situationが①に含まれる場合は、 

This situation is serious for the victims. 

http://blog-imgs-11.fc2.com/k/y/o/kyonq/20070809200116.jpg


|＞Situation against someones’ will is serious for them. 

This situaion is against people’s will. 

の Logicが成り立ちません。Warrantが間違っているわけですからね。 

よって厳密にたたせるためには、 

 

i)すべてのsituation against someone's willがseriousであることつまり,すべてのsituation against someone's will

⊆serious situation 

すなわちB⊆Cを厳密に証明するか（図1-4-6における①がないことを証明する、つまり図1-4-5のようになっていることを示

す。） 

 

ii)situation against someone's will でありながら serious situationに属さない例外（つまり①）に、this situationが含

まれないことを証明しなければならないわけです。（つまり①と②分かれることを示した上で、②に this situationが含まれると

いう証明。） 

すなわち B(situation against someone's will)を B'と B''にわける。 

B'⊆C（serious situation）であり、B''￢⊆Cだとすると（正確な記号がないので代用。￢は否定記号です。￢⊆はつまり含ま

れないという意味になります。)、Aは B'に含まれること(Bに含まれるが B''には含まれないこと)を証明する必要があります。 

図 1-4-6でいうと B'が②、B''が①になるわけです。 

 

すると三角ロジックは 

i) 

C:A∈C 

|＞W:B⊆C ←{∀x∈B|x∈C}（Wの証明） 

D:A∈B 

か 

ii) 

C:A∈C 

|＞W:B'⊆C ←B'⊆C∧B''￢⊆C（Wの補足説明） 

D:A∈B'(A∈B∧A￢∈B''ともかける) ←B=B'∪B''∧B'∩B''=Φ 

(Dの補足説明) 

とやらないといけません。ここで書いてある論理記号は、上の i) ii)の説明を記号で書いてあるだけだと思ってください。特にわ

からなくてもいいです。 

 

 

しかし、そんなことをやっているディスカッサントにはついぞお目にかかっていません。目の前の事象の situation against 

victims' willが serious situationに含まれていればそれでよし、としています。 

situation against someone's willがすべて serious situationに含まれているかなんて考えていないのです。 

というより、situation against someone’s will というのが、against will situation一般、全部であるということをわかって

いないのだとおもいます。 

「This situationは against will な situationに含まれる。Against will な situationは serious situationに含まれる。

だから this situationは serious situationに含まれる。」というのが三段論法なのです。 

三段論法にもとづいて三角ロジックを使用している以上、それにしたがって証明しなければなりません。 

だからdataではあくまでも this situationがagainst willなことを示せばいいだけですが、warrantではすべての against 



willが seriousであることを示さなければなりません。 

それに対して、「This situationの against willが seriousなことだけいえばいいじゃないか」という疑問を持つ人もいると思

いますが、それはつまり ii)のやり方ですよね。「Serious じゃない against will もあるかもしれない。でもとりあえずこの

against willは seriousな against will だ。」というのはまさに、against will を場合わけして、seriousな against will

に含まれるということと何も違わないわけです。 

「against will is serious」としかいわない今のディス界でそれを証明しているといえるのでしょうか？ していないですよね。 

 

 

ここに、数学におけるような、形式論理と、日常における論理との間に乖離があるわけです。 

本来証明しなければならないWを厳密な証明なしでつかっているわけです。 

warrantには、一見すれば当たり前のこと(reasoning)を使うから、ということがあります。 

当たり前のこと（一般的常識）だから、situation against someone's willがすべて serious situationに含まれているつも

りでやろう、という暗黙の前提のようなものができてしまっているわけです。 

それはたとえば situation against someone's willがすべて serious situationに含まれているかを証明するなど不可能

であるということもあって（※注）、一見して当然の事は、反論がない限りは真実として扱うという、形式論理学からすればありえ

ない風潮ですが、実質的議論にはこれをみとめないと話が進まないのです。現実的議論については三章四節Ⅰc）の注を参照

してみてください。 

ここで、本章本節Ⅲa)冒頭の Toulmin氏による言葉に戻るわけです。 

「現実的議論は fictionを含む」といわれます。しかしすべてを fictionで固めてしまえば、それは空想、妄想であって Logicで

はありません。 

では、一体どうすれば現実的な Logic というものを考えることができるのでしょうか。 

Toulmin氏は、三段論法のような形式論理学を根本に置きながらも、それを現実に適用することの難しさから、その応用を考

えたのです。 

 

※注：すべての against will な situation を調べだして、それのすべてが seriousであることを証明するのは現実的に不可

能ですよね。そもそもすべての against willな situation を調べることすらできないわけです。 

形式的な論理学では、すべてを調べ、証明しなければなりませんが、すべてを調べるなどということができるのは実際に数学

だけです。 

背理法という証明方法があるにはありますが、それを実際に適用するのはなかなか難しいでしょう。（背理法については自分

で調べてみてください。） 

 

また、ディス界では seriousnessの reason説明に必ずといってもいいほど against will を使います。 

そして、against willはまるで錦の御旗のごとく、それさえいえば seriousだといえるかのように扱われています。 

しかし上記に示したようにその Logicには穴があります。よってその穴を少しでもうめるためにも、媒項辞 Bに against will

を使わずにより具体的な文章を入れたほうがいいと思うわけです。 
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b) Mr. Toulmin 紹介 

三段論法を代表とする形式論理学の実生活適合性に問題を抱える中、颯爽と登場したのが Toulmin（イギリスの分析哲学者。

論理学は哲学の一体系でもあるので、発展論理学者ともいえますかね。ただし、現在は数学的な記号論理学（形式論理学）と、

哲学的な論理学（例として弁証法）に分かれています。法学の論理は後者に近いといえるでしょう。）氏です。 
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おそらくディス界における三角ロジック（claim、data、warrant構造の物）はこのToulmin氏が提唱した実際的な論理構造、

Toulmin's Model（トゥルミンモデル、実は相当に有名です。）からきているのだとおもわれます。三段論法では claim data 

warrant という言い方はしないですから。 

ただしより正確には、Toulmin's Modelを簡略化（詳しくは後述しますが、Toulmin's Modelの要素は三角ロジックの倍の 6

個）した、松本道弘（国際ディベート学会会長 関西サッカー(六角)・ディベート協会会長。英語の先生でもある。かなりの有名

人）氏の提唱による三角ロジックが、ディス界の三角ロジックの元でしょう。 

松本氏は、Toulmin’s Modelを claim、data、warrantの三つのみに簡略化しました。おそらくこれがディス界のそれだと思

われます。しかしこれには問題点があります。詳しくは c)で後述しますが、だから私はディス界の三角ロジックは三段論法に基

づくといっているのです。 

 

 

以上より、三角ロジックを真に正しく理解するには、Toulmin's Modelの理解が不可欠であるといえます。 

そして、それは逆に三角ロジックの不完全さと、ロジックというものへのより一層の理解を与えることになると思います。 
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c) Toulmin’s Model 構成 

ようやく Toulmin’s Model の話に入ります。 

 

さて、三角ロジックの大元たる Toulmin's Modelは、三角ロジックの要素三つ((data,warrant,claim.松本道弘氏によれば、

証拠・論拠・結論。))の倍の六つの要素からなります。 

 

すなわち、主張、事実、理由付け、裏付け、限定、反証です。 

1.主張(C=claim) 

ある論説の結論となる要素 

2.事実(D=data) 

ある主張をささえる証拠となる事実 

3.理由付け(W=warrant) 

なぜその事実によってある主張ができるか説明する要素 

4.裏付け(B=backing) 

理由付けが正当なものであることをささえる要素 

理由付けそのものを証明するもの 

5.限定(Q=qualifier) 

理由付けの確かさの程度をあらわす要素 

論証によって導き出された結論の真実度を表すもの 原則としてや、統計を用いる場合は～％とという表現がくる 

6.反証(R=rebuttal、reservation) 

「～でない限りは」という条件を表す要素 

反論に対する防御 

  Ｂ 

  ↓ 

  Ｗ 
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  ↓ 

Ｄ――――――→Ｑ→Ｃ 

       ↑ 

       Ｒ 

とまあ、Logic chartはこんな感じになります。 

 

実は三角ロジックでは省かれてしまった B,R,Q((特に B))こそがこの Toulmin's Modelの真髄なのです。 

D→W→C 

という流れはあくまでも骨組みである Toulmin's Model のさらにその骨組みだけをあらわしたものでしかないのです。 

これで現実的な議論に対応しようとすることは、三段論法ですべて説明しようとすることと実は全然変わらないわけです。 

せっかく Toulmin氏が発展させた三段論法応用 Model を考えたにもかかわらず、それを簡略化の名の下に、また三段論法

に戻してしまっているのです。 

三角ロジックは Toulmin’s Modelから派生しているにもかかわらず、もはや Toulmin氏の考え方に基づいているとはいえな

いのです。 

だから私は、「claim data warrant という三角ロジックは Toulmin’s Modelからきているけれども、三段論法的に考えて三

角を作るべきだし、実際に三角をきちんと使えている人はそのように使っている」と述べているのです。 

 

後述しますが Toulmin's Model ですら、一般事例に対応するには不完全です。Modelはあくまでもモデルであって、すべて

に対応できるわけではありません。経済学のモデルだって、応用経済学のベースでしかないわけです。モデルとしては

Toulmin's Modelはかなりの完成度だけとは思いますが、現実に適用しきるには不完全です。それを簡略化した三角ロジッ

クはますます不完全ということになって、三段論法の欠点を何も克服していないということになるわけです。 

 

 

さて、話を戻します。 

もっとも単純な論説の述べ方は主張←根拠です。主張に根拠をつけて述べるということです。 

これの根拠を事実（data）と、事実と主張との因果関係（warrant）に分けたところに三角ロジックの利点があります。 

すなわち、根拠を具体的たる事実と抽象的な理由付けに分けたのです。 

これで、根拠という検証すべき点が、事実認定要素と、理由付けの正当性の二つに分けることができました。 

事実認定は基本的に evi をもとに行うわけです。（※注１） 

 

それに対して理由付けは、一般的あるいは普遍的な論理・真理・条理概念等（この四つはそれぞれ意味が違う、ということは覚

えておいてください）の検討によって行うわけです。 

 

事実認定は基本的に eviの検証です。ただし eviから Logicalに導かれる事象は事実に準じて扱います。（※注１参照） 

（この辺が複雑。Toulmin's Modelの現実的適用性の限界の例でもあります。後述。） 

 

それに対して、理由付けは抽象論ですのでどうしてもあいまいな話になるわけです。 

一般的概念、あるいは常識と呼ばれるもので説明しようと思っても、首を縦に振らない人が出てくるでしょう。 

そのためにこの理由付けの裏付けという概念があるのです。常に真理（※注２）で構成される数学のモデルにはあまり出てこ

ない概念でもあります。ここで抽象的かつあいまいになってしまいがちな理由付けに、さらなる証明を与えているわけです。 

 

 



 

 

※注１：あるいはエビから導き出される更なる事実（に準ずるもの）についてです。Eviから Logicによって導き出された主張は、

その時点で事実（に準ずるもの）になるわけですよね。本章本節Ⅱで述べた、中間結論がこの導き出された事実（に準ずるも

の）にあたるわけです。 

 

※注２：なぜなら真理（つまり公理や定理とそれに基づいて数学的に導き出された結論）は反論の余地がないので（反論の余

地がある場合は証明されたとは数学ではいいません）、理由付けに裏付けはいらないわけです。それまでの証明過程が厳格

なので、十分裏付け的役割を果たします。 

また、理由付けが真理=定理であるとするならば、定理の証明が裏付け的な役割を果たしているのです。 
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d) Toulmin’s Model の具体例 

では、具体例の紹介です。ディス界のLogicにはToulmin’s Modelを直接適用しづらい（後述します。）ので、ディスでは行わ

れないような論理を例とします。 

D:Ａ君の両親は日本人 

W:両親が日本人なら、子も日本人 

B:国籍法 2条 1項の規定 

 （出生による国籍の取得） 

 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 

 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 

 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 

 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 

R:日本国籍を離脱していない 

Q:原則 

C:Ａ君は日本人 

 

となります。 

  Ｂ 

  ↓ 

  Ｗ 

  ↓ 

Ｄ――――――→Ｑ→Ｃ 

       ↑ 

       Ｒ 

というモデル構成からすると 

「Dならば、BによりWなので Rでない限り Q として Cである。」という言語構成が組み立てられるでしょう。 

 

この場合には 

『Ａ君の両親が日本人ならば、国籍法 2条 1項の規定により、両親が日本人なら子は日本人なので、日本国籍を離脱してい

ない限り、原則として、Ａ君は日本人である。』 
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となるわけです。 

 

すると上記の Toulmin's Modelによる Logicからすると、考慮すべき箇所がより明確になります。 

すなわち 

Dの事実が正しいか、 

Bの条文は本当に存在するか、 

Bの解釈から導かれるWは正しいか、 

Ａ君は Rにあたらないか、 

Ａ君のケースは Qに反する例外に属しているか、 

です。（※注１） 

まあ、他の反論箇所もないとは言いいませんが、三角ロジックより遙に多い論点を提示できます。しかも論点がより具体的にな

ります。 

三角ロジックにおける議論の限定化を防ぐとともに、より具体的で詳細な検証、つまりより現実に即した Logic を検証すること

ができるわけです。 

 

 

話は変わりますが、上記のモデルを見ると分かるように、Warrant というものの定義が、ＤＩＳ界におけるそれとはかなり異なり

ます。 

Toulmin’s Modelにおいて 

BがないWはwarrant（正当な理由、根拠)でないのです。ただの reasoning（論法、推理、推論、論理的思考）でしかないの

です。 

「正当な」という言葉の意味を考えればおのずと明らかです。 

そして Bにあたるものとは、「法、科学的証明、統計学に基づいた正確な統計」そういったものです。これは、Toulmin's 

Modelが法学をモデルにしていることからくるのでしょう。 

 

よって、必ず evi、それも事実に即した、かなり強力なもの（専門家の意見というだけでは足りず、実験による証明等が必要）、

が必要になるわけです。 

したがって Toulmin' Modelは何をいうにも eviのいる、NDT style（※注２）の Debateにはなじむが、evi をそこまで重視

しないディスとはそのままでは親和性が足りない、ということになります。 

たとえば、経験則による証明、論理的思考による証明などが排除されてしまいます。 

ここで、前述の「事実から論理的に導き出される事象は事実に準じて扱う」ということがそもそも否定されてしまうのです。 

ここら辺に Toulmin's Modelの現実的議論に当てはめることの限界があります。 

ひとつの手としては、W と Bを拡大解釈してやることです 

Wの正当なというのは、Bが存在する、としてやります。 

その上で、B というものを、Wの正当性を説明できる論理、という風にかなり広げてやります。 

 

そうすれば、ディス界にもなじみやすくなります。一応言っておくと、今のディス界ではこの拡大解釈されたＢすら存在しないの

がほとんどなので、この解釈に従って行っても十分議論は従来より深まります。 

 

※注１：実際にどう反論していくかは、この場ではおいておきますが、ひとつの例として、No SolはWか Bで、PMAは Rか Q

で扱うものであるといえます。No sol と PMAについては三章三節Ⅴ参照。 

 



※注２：アメリカに置ける National Debate Tournament による debate style。日本では Academic Style といわれてい

ます。Paramentary でない evi を必要とする debateのことです。 
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e) Toulmin’s Modelに対する批判とその扱い 

Toulmin' Modelに対する批判が存在します。 

①ＷにはＢを必要とするなら、Ｄにもその裏付けが要求されるべき 

②ＱやＲは、場合によってはＤにもＷにもつけるべき。 

③Ｂは、Ｗそれ自体を一つのＣと見てそのＤに当たると考えることもできる。したがって、Ｂ→Ｗにも Toulmin's Model を用い

なければならず、論理が無限ループする。 

よって、Toulmin's Model は現実的議論を扱うには不足だ、というものです。 

これは確かに正しいです。しかし、あくまでも Modelはモデルなのであって、最低限必要不可欠な要素だけで組み立っている

ものです。必要ならこれを組み合わせて応用・発展させればいいだけです。 

つまり、なんでもこのモデルのチャートに当てはめようとするのではなく、モデルチャートを、現実問題に適用していくことが、真

に Toulmin’s Model を「使いこなしたこと」になるのです。 

三角ロジックの応用方法を本章本節Ⅱi) ii)で述べましたが、それと同じようなものです。 

 

「なんでもこのモデルのチャートに当てはめようとするする」のでは常に論点は 6つになってしまいますが、「モデルチャートを、

現実問題に適用していくこと」ではたとえばW→Bの流れにもさらに Toulmin's Model を当てはめることによって論点がおよ

そ倍に増えることになります。 

 

 

  Ｂ(Ｄ2) 

  ↓ 

  Ｗ(Ｃ2) 

  ↓ 

Ｄ1――――――→Ｑ→Ｃ1 

       ↑ 

       Ｒ 

  Ｂ 

  ↓ 

  Ｗ 

  ↓ 

Ｄ2――――――→(Ｑ)→Ｃ2 

       (↑) 

       (Ｒ) 

とすれば、いいわけです。 

無限ループに関しても、B→Wの関係が説明しなくても分かるほど明確になったところ（It’s clear.ですむレベル）でとめればい

いのです。それが最初の Toulmin' Model なら、モデルはひとつでいいことになります。 

 

最後に注意してほしいことがあります。この Toulmin's Modelはあくまで思考方法の手助けに使ってください。これを chart
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にしてみんなに見せるべきではないと思います。 

Toulmin's Modelの要素 6つは、三角ロジックよりも要素を増やすことによって議論の限定を逆に防ぐが、それも完全ではあ

りません。思いもよらない反論を思いつく人がいるかも知れません。 

さらに、モデルをいくつも組み合わせないといけないような論説を chartに描いてしまったら、chartが複雑化しすぎます。三角

ロジックをいくつも重ねることと大差がなくなってしまうのです。むしろもっとわかりづらいでしょう。 

それならフローチャートのほうが分かりやすいだろうと思われます。 

 

普通に、D→B→W→R→Q→C とフローを書けばいいです。 

 

 

 

D 

|-B 

W 

|-R 

Q 

| 

C 

となりますね。 

 

あくまでも、自分の思考方法と、納得させられるプレゼン方法の補助として Toulmin's Modelと付き合っていってもらいたいで

すね。 

 

とりあえず以上をもって、私の Logic論は終わりにします。すべてを理解するのは非常に大変でしょうが、もし余力があればが

んばってみてください。お疲れ様でした。 

 

 

なお、Toulmin's Model について詳細に学びたい人は下記のサイトを参照してください。 

The Toulmin Project Home Page 

トゥールミン・モデルの正しい理解 

 

 

※注１：実際にどう反論していくかは、この場ではおいておきますが、ひとつの例として、No SolはWか Bで、PMAは Rか Q

で扱うものであるといえます。No sol と PMAについては三章三節Ⅴ参照。 

 

※注２：アメリカに置ける National Debate Tournament による debate style。日本では Academic Style といわれてい

ます。Paramentary でない evi を必要とする debateのことです。 
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Ⅳ Logical thinking と critical thinking 

最後に Logical thinkingについて少し述べます。 

以上の Logic論を読めばわかると思いますが、所詮は Alimightyたりえない人の身、すべてを完全に論理立てて、Logical

http://www.unl.edu/speech/comm109/Toulmin/
http://homepage3.nifty.com/sugiuramasa/toulmin.htm
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に検証するのは不可能です。 

数学のみがそれが可能で、その他科学については条件付で可能というのが実際にところです。そしてそれ以外についは、現

実的には不可能です。 

真に Logicalな thinking というのは不可能だということになります。 

しかしそこで、「Logicalのは無理だから気にしなくていい」ということにはなりません。 

あくまでも「できる限り Logicを追求する」というのを忘れないでください。Discussion とは討論なのですから、Logicを追及す

るのは当然です。 

 

では、どう追求するのか。 

そこで、critical thinking という概念があります。 

critical thinkingにはいくつも定義が存在しますが 

Ennis（1987）の一般的定義によれば、 

「何を信じ，何をすべきかの判断のための，合理的な反省的思考（reflective thinking：Ｊ．デューイの影響が大らしいです）」 

この場合の critical（批判的な）とは主に自己批判をさします。 

 

あるいは 

「適切な根拠（事実，理論等）を基にし，妥当な推論過程を経て，結論・判断を導き出す思考過程，あるいは，所与の議論・主

張について，その根拠や推論過程の適切さを吟味する思考過程である。」 

と宮元博章氏は丁寧に定義しているようです。 

 

Logical thinking とは、突き詰めてしまえば自らの主張と根拠とのつながり（因果関係）を探していく、考えていく、深めていく

ものです。 

Logical thinkingはともすると，視野狭窄の筋に入り込む危険があります。 

それを防ぐために自らが Logical thinkingによって考えた因果関係を相対化する必要があります。 

 

critical thinking とは自らが打ち立てた因果関係が真であるかを「検証」するものである、といえます。 

 

それは単に Logicの筋が，つじつまがあっているというだけではなく，それを多角的に妥当かどうか点検する、それが critical 

thinkingです。 

 

つまりロジカル・シンキングが因果関係の「発見」を重視するのに対し、クリティカル・シンキングはその「確認」を重視するという

ことになるでしょうか。 

 

つまるところ、独りよがりの主観的 logical thinking（そんなものは本来 logicalでもなんでもないのですが）とあえて区別する

ために自己思考の客観化として critical という言葉が使われているというのが一般的らしいですね。 

Critical thinkingについてはいろいろな本が出版されていますので読んでみるといいと思います。 

必ずしもここで述べているような考え方ばかりではないので、注意してください。 

「日経文庫 ロジカル・シンキング入門」をとりあえず読んでみることをお勧めします。 

 

いろいろと書きましたが、ようは「自己批判的な思考」によって自分の考え、Logicに問題がないかを検証し、問題がないとなっ

たらそれは Logical といってはいいのではないか 

ということです。 



しかし、本人に critical thinkingをする能力が身についていないうちは Logical な結論には達しえません。 

そこで 

① 三段論法や、Toulmin’s Model といった思考モデルの力を借りる。特に Toulmin’s Modelは B 

R、Q といった critical thinkingの土台が入っていますので critical thinking しやすいです。 

②他者、特に critical thinking能力のある人物の意見を取り入れることによって、より客観的な Logic を構築していく 

ということになります。 

そして、②こそがディスの最大の目的であるといえることは、本章一節で述べたとおりです。 

結局そこに、原点にたどり着くわけです。 

 

以上を持ちまして Logical thinkingについては終わります。 

 

 

次は、ディスの各論に入りたいと思います。 

 

第二章 Theory 各論 ASQ編 

第二章 Theory 各論 ASQ編 

 第一節 Narrowing 

 第二節 Problem  

  Ⅰ Ideal situation 

  Ⅱ fact と evidence 

   a) evidence無しでの証明 

   b) factに準じる扱い 

   c) eviの証明力の瑕疵 

  Ⅲ ASQでやるべきこと 

 第三節 Harm  

 第四節 Linkage between Problem and Harm  

 第五節 Seriousness of Harm  

 第六節 Cause 

 

第二章 第一節 Narrowing 

第二章 第一節 Narrowing 

昔は、narrowは今よりずっとながく、narrowでディスの決まりごとみたいなものを全部決めていました。それが時間節約のた

めに最小限度に緩和されて、決める必要があることは、実際のディスのなかで必要になったら話し合おうという風に変わってき

て今の短い narrowingにいたるわけです。 

今では何のためにあるのかよくわからないといわれる narrowingですが、一応 agenda、オプレの決め方、AD=DAの時に

planを takeするのかしないのかを確認するつまり、コンセをとることには意義があります。 

また、皆さん気がついていないというかそこまで考えていないとは思いますが 

もしAD=DAの際に planをとらないとするとして、その理由が cut time and costになっていて、それでコンセをとった場合、

必然的に時間や金はＤＡ等の qualityに入らないというコンセができているということになることがわかるでしょうか？ 

もし金や時間もＤＡの qualityになるとすれば、当然 costや time もＤＡとして考慮したうえで comparison（以下、コンパリ）

をしなければならないはずです。 

その上で、costや time を考えてもイコールになった、というのが AD=DAのはずですよね。 
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とまあ、知らずのうちに、コンセが発生しているのが narrowingです。 

理由が time and cost でなく、avoid unknown DAの場合はどうなるのかも考えてみてください。 

また、unknown DAがあれば unknown ADだってあるはずです。なぜ AD=DAの時は unknown DAだけを考慮に入れ

て planをとらないのが一般的（plan をとることにしよう、という table もないわけではありませんが。）なのでしょうか？ 

なかなか奥の深いのが narrowingです。このほかにも色々ありますので、考えてみてください。 

 

第二章 第二節 Problem 

第二章 第二節 Problem 

 Ⅰ Ideal situation 

 Ⅱ fact と evidence 

  a) evidence無しでの証明 

  b) factに準じる扱い 

  c) eviの証明力の瑕疵 

 Ⅲ ASQでやるべきこと 

 

第二章 第二節 Ⅰ Ideal situation 

第二章 第二節 

Ⅰ Ideal situation 

プロシージャーには problemに Ideal situation という項目がある大学が存在します。本来これは plan sideのどこかで示

されるものなのではないでかと私は思います。ＡＳＱとはＳＱつまり現在を analyzeするものなので、それほど必要性を感じま

せん。 

また、Ideal situation というものは、観念が非常に難しいです。あくまでも政府（この場合は table）が一方的に考えているも

ののような気がします。 

Ideal とはあくまでも理想なので、必ずしも現状のすべてが理想から外れているとは限らないからです。現状政策のＡＤも、

planのＡＤも両方ほしいのが idealだ、という人が多いとおもいます。ディスは、もちろん ideal situation を目指すものです

が、実際に idealは不可能です。 

Ideal situation：理想的な状態。到達不可能なものが多い。可能なときは best=ideal 

Best situation：考えられる限り最良の状態。到達可能。 

Better situation：よりよい状態。 

という風にディス界では定義されているように感じられますが、ディスは idealを目指して betterを積み重ねていって、最終的

に bestにいたろうとするものであると私は考えますので、あまり最初からこれが idealだと言い切ってしまうと、本当に best

な conclusionにたどり着けない可能性が大きいと思います。目標を低く設定すると結局その目標よりも下にしかいけないよう

なものです。また、理想ばかり追い求めると遠すぎて結局なにもたどり着けません。理想と、現実的な目標は別々に設定すべ

きではないでしょうか。 

そう考えると、directionは現実的な目標設定になりますので、idealはやっぱりコンパリで話し合われるもののような気がしま

すね。 

 

 

まあ、むずかしい問題ですし、ここではたいして問題にはならないので詳しくはのべません。 

 

第二章 第二節 Ⅱ fact と evidence 
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第二章 第二節 

Ⅱ fact と evidence 

さて、関西の人ととディスをすると必ずもめることが二つありまして、その一つが、「ＡＳＱにおいて evidenceのない Idea を認

めるか？」というものです。 

関東は比較的認める人が多く、関西は認めない人ばかりです。 

 

関西の人の言い分からまとめますと「ASQは SQ（現状）を analyzeするところ。Eviがなきゃ現状かどうかわからないから、

ASQで eviがない idea を取り扱う必要はない。」というものでしょう。一理あります。 

それ以外にも、関西の人は evidence というものを非常に重視しています。DAにも evidenceを求める人がいます。 

では、関東で認める人はどうして認めているのでしょうか？ 

  a) evidence無しでの証明 

  b) factに準じる扱い 

  c) eviの証明力の瑕疵 

 

第二章 第二節 Ⅱ a) evidence無しでの証明 

第二章 第二節 Ⅱ 

a) evidence無しでの証明 

いろいろあるでしょうが、「eviは必須のものなのか？」ということを考えてみたいと思います。 

Eviが必須だとすると、NDT style debateのようにおよそあらゆる主張に対して evidence を用意しなければなりません。 

 

しかし、実際関西の人もそんなに evi を厳格に使用していませんよね。一般的に、少なくとも Plan Sideではほとんど使用して

いませんし、ASQでも P-H Linkや、seriousnessの reasonにも eviは使っていません。Debateではこれらに該当するも

のにも（seriousnessの reason という概念はないですけど）当然 evi を使用します。 

よって、関西 style も自己の styleをそれほど徹底していないわけです。 

では、どうして、ディスでは、たとえば Plan後について evi無しで話し合うことが許されるのでしょうか？ 

 

 

debateと違い、Regulationが緩やかで、Topicが複数あるディスでは、Planの自由度も非常に高いためすべての資料を前

もって集めておくことは難しいです。（※注１） 

本来の議論では次回までに調べてくるというのが本筋ですが、ディスは一回で終了ですからね。 

よって、すべてに evi をというのはディスにおいては少々非現実的です。実際に evi重視といっている方々でもそのような主張

をされている方は見かけません。 

 

さらに思うに、debateで evi を重視するのは、勝敗が存在することと、制限時間があるということがあるからだと思います。 

Debateの場合は限られた時間内でなるべく多くの論点を語りたいし、それでも立論がおざなりにならないようにしたいわけで

す。 

そこで eviの証明力を頼るわけです。論理付けを徹底して行わなくても、evi で証明すればそれでその debateの中では真実

になります。（相手からの refuteでひっくり返されない限り） 

 

しかし、ディスには debateのような厳密な制限時間がありません。その分論理を細やかに examineすることができるわけで

す。よって eviに頼らなくても丁寧に Logicを examine していけば真実性を確かめられる上、debateにはありがちなのです

がeviに頼って詳細なLogicを突き詰めない＝表面的な議論に終始してしまう、というデメリットを回避することもできます。（※
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注２） 

 

※注１：といっても debateにも Plan自由度はありますが、Resolutionによって方向性が一つに絞られているというのは、方

向性も自由でただ agendaだけ決められているディスよりも不自由であるといえます。 

 

※注２：debateは eviに頼る分、ディスに比べて表層的な議論が多くなるというのは、知り合いのディベーターがいっていまし

たし、その傾向があることは間違いないでしょう。個人的な経験からもそうです。 

ちなみに、Debateにおいてまた一つの議論に絞って徹底的に深めても、spreadといった strategyによって数に圧倒されて

しまう可能性もあり、終盤に issueが絞られてきたときならともかく、序盤からそのように立論することはやはり形式上厳しいと

思います。 

 

第二章 第二節 Ⅱ b) factに準じる扱い 

第二章 第二節 Ⅱ 

b) factに準じる扱い 

では上述の「細やかな examine」「詳細に Logic を突き詰める」とは何でしょうか？ 

ポイントは「事実から論理的（Logical）に導き出される結論は、事実に準じて扱われる」ということです。 

これは、二つの要件があります。一つは「事実から導き出される」もう一つは「論理的に導き出される」です。 

この二つを満たしていて初めて、事実に準じて扱われるのです。 

まったくの想像（imagination）ではだめだということです。 

一つは、オプレから与えられている情報を基にしていることでクリアされます。 

そして、もう一つの論理的に導き出されるです。一体どこまでなら導き出していいのかということになります。 

論理的とは一体なんなのでしょうか？ 

一章四節Ⅲでも書きましたが、現実的議論の方法に prima facie duties（一見自明の義務：三章四節 c）の注を参照）という

考え方があります。一見して真実といえる程度まで証明していれば証明責任を果たしたと考えるわけです。その時点で証明責

任が反論する側に移ります。そして証明責任をやり取りすることによって議論をつくし、最終的には反論がない限りそれはその

議論において真実として扱われます。 

結局のところ、consensusが取れるかどうか、ということになります。 

事実が根底にあって導き出された結論で、さらに consensusがとれるなら、それは事実に準じて扱うというものです。その

Tableにおいてそれは真実です。唯一つの違いは、後で間違いが見つかったらその consensusを覆すことによって真実では

なくなるということです。（consensus を覆すことがずるくもなんともないことは、一章 1節で述べたとおりです。） 

これは、ちょうど三角ロジックと同じことです。根底に事実（つまり data）をおいて論理的に導き出された（warrantの存在）結

論（つまり claim）は事実に準じて扱いますよね？ 

Seriousnessの reasonで、Logicがあっても eviがないから認められない、とは普通いわないわけです。 

 

裁判における（民事と刑事では微妙に違いますが）証明責任は、当事者の主張がぶつかり合い、ある事実が真偽不明（ノン・リ

ケットといいます）の場合に、どちらが不利益を負うかということです。 

たとえば、刑事裁判の場合は、原則として全面的に原告、つまり検察官が証明責任（この場合は挙証責任といいます）をおい

ます。 

つまり、裁判官に対して、被告人が犯罪をしたことを証明しない限りは、ノン・リケットになって証明責任により不利益を受ける

＝被告人を有罪にできない＝被告人が無罪で勝訴となるわけです。 

この、検察官に対しての全面的な証明責任を課すことについての有名な格言が「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利

益に」です。 

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-27.html


民事裁判の場合は、双方に細かく証明責任を配分します。 

民事訴訟では、原告被告の両当事者が双方認めたことは（consensus をとったということです）、仮にそれが真実に反してい

ても、その訴訟上では真実として扱われます。 

これは、かりにそれが真実に反していて不利益を受けたとしてもその不利益をうけるのはあくまでも裁判の両当事者である原

告と被告のみ（※注１）で、当事者の consensusがある（双方の許容がある）ならばしょうがないと考えるからです。 

＝私的紛争解決のための裁判 

 

それに対して、人事訴訟や、非訟事件（の一部）といったものは、その裁判の公共性が強いので当事者任せとは行きません。 

＝公共的側面の強い裁判 

当事者がかまわないと思っていても、真実を曲げられると困るわけです。よって、それを補正する規定があります。 

それは、政策決定機関である政府を擬制するディスの Tableにおいても当てはまります。 

政府が、「政府の中では consensusが取れたから、真実でなくてもいい、少なくとも Tableにおいては真実だ」と考えるように

なってしまうと、あまりにも政府に都合のよいようになってしまいます。 

したがって Consensusが取れればなんでも事実に準じると扱われる、と考えるのは誤りです。 

consensus以外にも何か条件をつける必要があります。 

 

上述したように、実際にすべてに eviをつけるというのはディスにおいてはやりすぎです。しかし consensusだけでは足りませ

ん。折衷的な部分を探さなければなりません。 

そこで付け加えられる条件が、「事実から論理的に導き出され」の部分です。 

主張する人物が事実を基底にして、Logicだてて主張を理由付けます。 

まず、この部分でまったくの空想を脱却し、真実性をできる限り高めます。 

さらに、それに対して反論をうけそれを吸収する＝consensus をとること（※注２）によってさらに論理性を高め（critical 

thinkingですね。一章四節Ⅳ参照）、主張する人物の意思を全体意思へと構築しなおしていくわけです。 

 

 

ディスにおいてすべて資料をそろえることの限界と、政府としての真実追求の義務に折り合いをつけ、さらにディスの細やかな

examineが可能であるという特性を利用して、「事実から論理的に導き出される結論は、事実に準じて扱われる」という結論

が導き出されることになるわけです。 

 

したがって、eviがなくてもＡＳＱで取り扱いうる場合があるということがいえます。一律に eviがないからＡＳＱで扱えないという

のは硬直的に過ぎる考えです。 

「事実から論理的に導き出される結論は（consensusが取れれば）事実に準じて扱われる」、「consensusは後で覆せる」と

いうことを覚えておいてください。 

 

「事実から論理的（Logical）に導き出される結論は、事実に準じて扱われる」とは、つまり、「事実から論理的（Logical）に導き

出した結論以外に、他の考えはありえない」という状況になれば、それは事実なのではないかという強い推定が働くということ

です。 

詳細は argument theoryの第六章第三節「間接証明」の部分に書いておいたので参照してみてください。 

 

 

prima faciaの部分で述べた「反論がない限りそれはその議論において真実として扱われる」というのは、prima facia 

dutiesを満たしているならば、反論があるならば相手方に立証責任が移るので相手方が反論するはず→それも prima facia



を満たしていれば今度はまた立証責任が移るはずとそのやり取りによって最終的に反論がなくなれば、議論が熟したとして真

実として扱われるということを本来さすことになるわけです。 

 

prima faciaについての詳細は argument thoery第五章「実証と反証」を参照してください。 

 

※注１：予断ですが、これを判決の対人効といいます。原告と被告にしか効力が及ばないわけです。ただし、例外的に対世効と

いって、広く一般に効力が及ぶものもあります。会社法など。 

 

※注２：consensus というは、本来的には討論の結果構築されるものです。したがって consensusが取れる＝consensus

が取れるほど議論が熟しているということになります。反論をしなくてもいいぐらいにオプレのあるいは、だれかの発言だけで十

分議論が熟しているという場合はもちろんありますが、そうでない限りは、本来ならば安易に consensusをとるべきではない

でしょう。 

私が述べている consensusがとれるとは、議論の結果皆の意見が一致する、ということに他なりません。 

 

第二章 第二節 Ⅱ c) eviの証明力の瑕疵 

第二章 第二節 Ⅱ 

c) eviの証明力の瑕疵 

また、「eviがなければ認めない」という考えは、「evi さえあればいい」という考えに陥りがちです。そのような考えに陥ったとき

それはもはや Logicalでもなんでもないことはわかると思います。Debateが表層的な議論に陥りがちというのはここも密接に

関係しています。 

 

Eviに頼らず、「どうなるのか？」「なぜそうなるのか？」を熟慮することが逆に Logic を深めるのはすでに b)で述べたとおりで

すが、さらにいうなら eviは必ずしも正しいとは限りません。 

 

たとえば、タバコ問題で、JTは「タバコはガンのリスクを高めるが、ガンの原因がタバコとはいえない」というような発言をしてい

ます。 

「動物実験において、たばこのタール（数千本～数万本相当）をマウスの皮膚に直接塗布すると、がんが発生することが確認さ

れていますが、たばこ煙のみを吸入させる方法により、がんを発生させることは困難です。」 

という文章も JTのウェブサイト上に存在します。 

では、この eviがあるから「喫煙で肺ガンになった」ということを全面的に否定したり、「喫煙ではガンにならない」といえるでしょ

うか？ 

 

そうではないでしょう。 

詳しい否定方法は書きませんが、JTはタバコを売りたいから Bias（偏見）があって信用できないと eviのソースの信用性であ

る authorityを削るのもいいですし、eviの内容の穴を探ってもいいでしょう。その上で対立する eviなり、Logicなりをぶつけ

るわけです。 

しかし、ディスではそのような eviの証明力の欠陥探しをほとんどしませんね。 

 

Debateの場合は card check、card attackといった、eviの信憑性に疑いをかけ証明力を削ることを必ず行いますが、ディ

スではまったくといっていいほど行いません。 

ディスでは evi と eviの主張が対立することがあまりないからでもあります（対立した場合は相手の eviが間違っているといわ

ざるを得ない）が、それを差し引いてもその点に関しては（problemや harmの証明に関して）evi に頼りすぎであるといえる
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でしょう。 

 

さらにいえば、およそすべての evi には客観的事実（たとえば統計、たとえば確定された科学的事実など）を除けば必ず一種

の biasが入ってしまいます。 

どんなに著名で有力な学者の主張であっても同じことです。 

さらにいえば、標本統計には有意水準という正しさの可能性が存在します。有意水準が 100%でない以上間違いの可能性が

あります。 

科学的事実と思われていたものが覆された例など珍しくもないです。 

そういう意味で絶対的な evi などまず存在しないのです。 

数学の証明は絶対に近いですが、それが現実を現実に直接適用（経済学や科学といった手法を間に挟むのが通常です）する

ことは難しいですし、公理系の変更によって覆される可能性もあります。（リーマン幾何学による、アインシュタインの相対性理

論など。※注） 

法の規定も近いですが、法改正や判例変更によって変わる可能性があります。 

やはり、eviは絶対ではありません。絶対とは程遠いです。 

 

そのような意味でも、evi無しでの証明をしたほうが、eviに attack をしないディス界においてはより詳細に議論ができると思

います。 

時には evi以上に真実に近づける場合だって少なくないでしょうし、eviが間違っている可能性がある以上常に evi＞evi なし

Logic、となるとはいえません。 

相手の eviの間違いを指摘し、eviの証明力を否定し、こちらの Logic を立てるということができないかを試してみてください。 

 

Evi も Logic同様 critical thinkingせよ、ということを覚えておいてください。 

 

 

 

※注：またゲーデルの不完全性定理によって公理系そのものがその矛盾を払拭できないという根本的な問題を抱えています。

詳しくは自習してください。これだけでも大変な量になってしまいます。 

ゲーデルの不完全性定理とは 

第 1不完全性定理 自然数論を含む帰納的に記述できる公理系が、ω無矛盾であれば、証明も反証もできない命題が存在す

る。  

第 2不完全性定理 自然数論を含む帰納的に記述できる公理系が、無矛盾であれば、自身の無矛盾性を証明できない。  

というものです。 

ちなみに ω無矛盾とは 

論理式 Pがあり、P(0),P(1),P(2)・・・のすべてと、￢∀xP(x)が同時に証明されるような論理式 Pが存在しないこと、です。 

詳しくは自習してください。これを語るだけでもかなりの時間がかかってしまいます。というか知らなくてもいいことですが。 

http://www.h5.dion.ne.jp/~terun/doc/fukanzen.html 

↑webで気軽に勉強したい場合は、このページがお勧めです。ただし、自己言及のパラドクスの説明は正確ではありませんの

で注意してください。 

ちなみに、この自己言及のパラドクスの説明の問題点に突っ込むことができれば、かなりの Logical thinkingができていると

いえると思いますので、考えてみてください。 

 

 



第二章 第二節 Ⅲ ASQでやるべきこと 

第二章 第二節 

Ⅲ ASQでやるべきこと 

もう一つ、関西と関東でスタイルの違いでもめることがこれです。 

「ASQでは（Planでもですが）、オプレの opinionがADを得られるという証明に必要ないことは話し合うべきではなく、それは

後で必要になったら話し合えばいいではないか」というものです。 

後で必要のない議論はすべて無駄であるという考え方が根底にあるのでしょう。 

これは、限られた時間のなかで結論を出さなければならないというディスの条件と、結論がでない議論に価値はないという結

論至上主義から、すこしでも先にすすむために極力無駄を排除しようという試みであると思われます。 

 

この考え方には確かに一理があります。しかし私はそうは考えません。 

結論至上主義には問題があります。結論を急ぐあまり、途中の議論がいい加減になってしまうことが少なくないからです。 

 

本章本節Ⅱb)で述べた、政府の持つ真実追求義務を思い出してください。日本政府には真実追求義務があります。 

それは個々の論点（たとえば、Problemの１つの term-difinition とか）についていい加減な想像で結論を付けるのでなく、

evi による事実と、論理的導出という枷をはめることに限らず、ディス全体をみて、本当にこの結論は妥当なのか？ということも

もちろん含みます。 

結果、結論を出すことに急ぐあまり、途中の議論がいい加減になった結論は、政府の真実追求義務に反しています。 

これは、たとえば、関西のかつてのコンパリスタイル（今はどうなっているのかしりませんが）が不当であるという根拠にもその

まま当てはまります。（三章五節も参照） 

 

さらにいうならば、日本政府がPLANを取るのは、situationが必ずbetterになるという確信を得たときに限るということです。 

Narrowingを思い出してください。AD=DAのときに、unknown riskを unknown advantageより優先して Planをとらな

いのは、そのような確信による Plan採択義務を政府に認めている精神の表れです。これは日本的な一種の事なかれ主義とも

いえますが、実際に、うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれない場合は、リスクを回避する義務を政府に課している

と考えられるでしょう。 

これは、いい加減な議論ででた結論についても当てはまります。いい加減な議論による結論は、AD>DA と確信しているとい

えるのでしょうか？ 

「とりあえず AD>DA とでました」というような無責任な結論は、結局 AD と DAどちらが大きいかわからないという結論と結局

根源的に同質なのではないでしょうか？ 

 

では、AD≦DA と結論が出た場合はどうでしょうか？ 

この場合は、政府は確信していない結論に従って Planをとっていないのでかまわないと考えられるでしょう。 

しかし、それではそもそも Planについて話し合った意味はどこにあるのでしょうか？ 

適当に話し合って、AD>DAの時は結論に確信がもてないからPlanが採択できない。AD≦DAの時は、結論に確信はもてな

いけど、それでも Plan とらないから義務には反しない。となれば、結局どっちにしろ Planはとらないのでそもそもディスをする

意味がありませんね。 

さらにいうならば、ディスをする理由の一つに、政府にはよりよい situationを目指すという義務があると考えられるからです。 

私自身はこの to make better situation という taskの意味が濫用されることが多いので嫌い（正当に使う分にはかまわな

いのですが）なのですが、確かに存在します。（※注） 

したがって、Plan というのはまず間違いなく AD>DAの可能性があるわけですので、AD>DAか AD≦DAかをしっかり確認

しなければならないわけです。 

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-29.html


状況をよりよくする義務がある以上、Planが AD>DAとなることかどうかをしっかり確認する義務があり、またいい加減な結論

で Planをとって後で問題が発生しないよう、AD>DA と結論付けるためには確信が必要になります。 

結局途中の議論をいい加減にはできないのです。 

 

そこで、必要になった時に後で聞き直せばいいのだから別に議論はいい加減にはならないという反論がでてきます。 

しかし、何が必要で何が必要でないかというのが、その Qが出た段階でわかるのでしょうか？ASQは SQを analyzeする箇

所です。そこで、opinionの裏までQで analyzeした結果、Planの思いもよらない問題点が発見される可能性だって低くあり

ません。 

そのような可能性を頭からつぶしてしまう可能性があるわけです。それで best conclusion を目指して議論したといえるので

しょうか？ 

 

思いつかないのが悪いと考える人もいるでしょうが、ディスは対決する議論ではないのです。協力する議論なのです。（一章一

節参照） 

思いつかない奴がわるいんだから、思いつかせるためのQなんて相手しなくていいなどというのは、ディスの本質を履き違えて

いるといえるでしょう。 

ディスは目指せ best conclusion なのです。そのために、理想としてはできる限り議論は絞らないほうがいいのです。 

どこまで妥協するかの話は必然的にでてきますが、それがオプレの opinionの立証に必要な範囲というのは違うでしょう。 

なぜなら、ディスの Tableにだされた以上は、それはもはやオプレだけの opinion ではないからです。それはもう Tableの

opinion なのです。 

 

すこし難しい話になりますが、以下に詳しく述べます。 

 

 

意思というものの分類法に一つに意思の主体で分類するものがあります。これによると 

単独意思：単独の人物の意思 

全体意思：ある集団がいて、その構成員全員の意思が統一された状態。 

集団意思（一般意思）：構成員全員の意思の統一はされていないが、集団としての総意が存在している状態。多数決によって

の多数派の意思の場合が主だが、代表者の意思の場合も存在する。他の意思決定手段があるならば、それに従う。 

 

という分類ができます。 

 

全体意思は、集団の構成員の単独意思を束ねたものに過ぎませんが、集団意思は、その構成員の単独意思に反している場

合もありえるため、単独意思とは別個の、集団として独立した意思を形成することになります。 

 

さて、民主主義においては、全体意思というものを重視しました。討論を繰り返すことによって全体として一つの結論に達し、そ

れに誰もが納得した状態で、その結論を執行するというのが民主主義だったのです。しかし、集団の構成員が増えるとそのよ

うなことは不可能です。国会で 1000人に満たない集団でも全員一致は無理ですよね。 

そこで、多数決による集団意思の構成をもってそれに変えてきたわけです。しかしこの多数決の場合は、少数派の意見を無視

することになるという欠点があります。（もちろん、実際には多数が少数をただ押しつぶすのではなくて、少数派の意見をすこし

でも取り入れようとするのですよ。そのために会議をするのです。） 

 

そして、ディスの人数はせいぜいが 10人。この程度の人数で、全体意思を構築しなくてどうするということになるのではないで



しょうか。 

 

以上より、次のことが言えると私は思います。 

オプレが提示するopinionとはオプレの単独意思ではありません。オプレはTableで選んだ代表者です。代表者の意思という

のは、Tableの集団意思になるわけです。したがってオプレの opinionはそれを Tableに提示した時点で、オプレの単独意

思から Tableの集団意思になります。 

そして、ディスの役割とは、この集団意思を全体意思に構築しなおしていくことではないでしょうか。それが、ディスの本質は協

力である、ということなのです。 

 

Debateの場合は、討論によって集団意思を構築していくもの（負けた側の意思は負けた側が納得していなくても排除される

わけです）ですが、ディスは全体意思を構築していくものなのです。 

したがって、オプレの opinionには不必要な議論だ、とオプレが思ったとしてもその opinionはすでにオプレだけの opinion

ではなくて、Tableの集団としての opinionなのです。そして、その集団の構成員が Tableの opinionを自分の opinionに

しようと何か発言した場合は、オプレは「それはいらない」と拒否すべきではありません。ここの単独意思が寄り集まったものが

全体意思である以上、ある構成員が必要だと考えたなら、全体意思を構成するためには必要なのです。 

よってディスでそれを否定することはできないのです。 

 

ASQは SQを analyzeするものです。SQとは opinionに記載されているもの限るということはないはずです。全体意思を構

築するために、SQのこの部分を確認することが必要だと、Tableの参加者が思ったのならば、オプレが自分の opinionには

必要ないと否定することはできないのです。 

それも SQであることに間違いないのですから。 

Ideaが間違っていれば反論することはできますが、Qの場合は間違っているということはないため、原則として受け入れなけ

ればならないのです。 

ただいらないというだけでＱを否定することがないように気をつけてください。 

オプレだけの opinion ではない以上、いらないかどうかの判断は、オプレだけではくだせないのです。 

 

一章一節、四章一節も参考にしてみてください。 

 

※注：ただし、この better を「問題を解決しなければならない」と考えるか、それとも「問題がなくても少しでもよくする必要があ

る」と考えるかによって、この義務の程度は変わってきます。 

詳しくは自分で考えてみてください。 

一般的には後者のほうが義務の程度が弱くなるでしょうか。そして、その分、コンパリの結論に対する確信の強さが求められる

と考えられます。 

 

第二章 第三節 Harm 

第二章 第三節 Harm 

mental sufferingについて 

Sufferingにmental をつけることのナンセンスではないのかなーという疑問については、すでに一章三節Ⅰの注２で述べま

したが、混乱を避けるため、ここからはmental suffering（以下、ＭＳ）を suffering coming from psychological painの

意味であえて使うことにします。まあ、別にこだわるほどの事でもないですからね。実際に英語でmental suffering という表

現もありますし。 

さて、そもそもＭＳというものは定義が非常に困難です。 

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-30.html


人に殴られればたいていの人はＭＳを受けるでしょうが、具体的にどのような emotion を感じるかは人によって違うでしょう。 

怒る人もいれば、悲しむ人もいれば、痛いと泣く人もいるでしょう。よって、ＭＳを感情の種類で定義づけることは困難になりま

す。一体どんな suffering を感じているかは人によって違うのですから。 

「what kind of MS？ Anger？ Stress？」というＱに対して、「case by caseや、It depends on cases.」と答えるＡは的

を射ているといえます。ではしかし、ＭＳはＴＤしなくていいかといえば、そうではありません。それでは harmのＭＳがなんであ

るのかがよくわからないからです。 

そこで私は、ＭＳは causeによってＴＤすべきである、と考えます。 

ＭＳの内容については人によって違っても、その原因についてはその harmについてはひとつに絞られるからです。 

「この causeによって起こされるＭＳをharmのＭＳと定義します。ただし、具体的にどのような contentsのＭＳを受けるかは

人によるので定義しません。」とするのがいいということですね。 

This MS is MS caused by~, and contents of MS depend on each. といった感じでしょうか。 

 

第二章 第四節 Linkage between Problem and Harm 

第二章 第四節 Linkage between Problem and Harm 

Procedure 

ディス界には P→H→Seriousness→P-H link という procedureのところと、 

P→H→P-H link→Seriousness という procedureのところがあります。 

SeriousじゃないHのために P-H linkを確認するのは無意味とか、Pから link してないHの seriousnessを確認するのは

無意味とか双方理由があるのでしょうが、あえて私見を述べます。 

二章三節Ⅰで述べたように、MSのＴＤはその causeでやらざるを得ません。そしてそのＭＳの cause とはまさしく problem 

sentenceにほかなりません。正確には、problemから harmにいたる linkageの流れ自体が problem sentence を

cause としてＭＳがおきる流れを説明しているといえます。 

よって、理屈の上では、先に P-H Linkを確認しないとそもそもＭＳが何であるのか、どう起こるのかがよくわからないということ

になって、Seriousnessを examineしようにも quality, quantityや reasonがよくわからない、ということになるはずです。 

実際には P-H linkは説明いらずの clearなものにすることが多いので、先に seriousnessをやっても P と Hからの想像で

十分わかるから問題にはならないわけですけど、あくまでも想像であってまだコンセにいたっていないということを覚えておいて

ください。これはＭＳ以外が Harmであるときにも起こりうる話です。 

以上より、私は Seriousness より P-H link を先にするべきだと思います。 

 

第二章 第五節 Seriousness of Harm 

第二章 第五節 Seriousness of Harm 

Reason of Seriousness 

一般的な procedureにおいての reason of seriousness といわれる stepについて述べていると思ってください。つまり「な

ぜ harmは seriousなのか？（※注 1）」です。 

 

ディス界における reason of seriousnessの錦の御旗である「against will」（※注２）を使わずに Seriousnessを立ててみ

ようと思います。qualityはmental sufferingだとして、「cause suicide」を使ってみようと思います。 

「suicideを起こすから MSは seriousだ」という風に構成することもありですけど、this situationにおける harmがいつも

必ず suicideにいたるとはいえないので、「suicide を起こすような可能性（possibility）があるＭＳは seriousだ」といってみ

ようと思います。何が違うのかというと前者はつまり、「HarmのMSのうち、suicideを起こすものだけが seriousだ」という意

味になるのに対して後者は、「suicideを起こす可能性があるということは、harmのＭＳ全体がかなりに seriousだということ

を示す証明となる」という風になります。「suicideを引き起こすような結果も含むMSは、かなり seriousなMSといえるだろう

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-31.html
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（なぜなら、causeが共通な MSなので、一部が seriousな結果をもたらすという事を全体に適用できる可能性が高い）」とい

うことになります。 

 

 

ディス界でよくある間違った三角の例として 

claim: MS is serious. 

|>warrant: Cause of losing life is serious 

data: Possibility to cause suicide 

というものがあります。 

このロジックにはさまざまな問題点があります。三角ロジックそのものの問題点や、ロジック論については、総論のほう（一章四

節）を見てもらうとして、ここではディス界における三角の一般的な使い方（三段論法的三角、claim, data, warrantの三要

素のおき方）が正しいものとして、ではどう Logic を立てるべきだったかについて述べます。 

 

まず、claimですが MS is serious となっています。 

しかし、一般的に考えるとこの文が意味するのは、「およそ MSは seriousである」ということです。つまりすべての MSは

seriousであるという文「All of MS are serious.」と論理的には意味が一緒です。 

さらに、本来この stepで証明するべきことは、harmの situation=this situationが seriousであることですから、「うんＭ

Ｓは seriousだね、だから何？（So what？）」ということになってしまいます。 

あくまでも claimにくるべき sentenceは「This situation is serious.」です。 

This situation=harm とはすなわち「People get mental suffering」ですから 

This situation is serious for people.（※注３）となります。 

ただし、ＭＳがテーブルで TD された MS とするならばこの claimは間違っていませんが、この場合はこの三角は前提証明に

しかなりません。あくまでも、この stepで最終的に証明しなければならないことは this situationが seriousだということに変

わりはないからです。 

MS is serious.だから This situation is serious というふうに持っていかなければなりません。MS is seriousは最終的な

結論ではなく、あくまでも論理の途中の一時的な結論でしかありません。くわしくは、この文章を使って後に三角を書いてみまし

たので参照してみてください。 

 

次に dataですが、dataは、目の前にある事実を示すことが一般的です。（くわしくは一章四節参照。）よって目の前の事実と

は harmそのものですから「People get MS in this situation.」 となります。 

 

さらに warrantですが、warrantは、data と claimをつなげる根拠にあたるわけです。 

総論は一章四節を参照してもらうとして、すこし具体的に述べると 

Claimは｢現状は seriousなんだ。｣=「This situation is serious.」 

Dataは「現状というのは～なんだ。＝現状で～が起きているんだ。」=「This situation is ~.」あるいは「~ in this 

situation.」 

そして warrantで「現状の～というのは seriousなんだ」=「~ is serious」 

と述べるのが三角ロジックの基本形になっているわけです。（三段論法的三角ロジック） 

よって warrantは「To get such MS is serious.」となります。 

 

三段論法の流れに沿うと 

This situation is ～, （data） 



and, ～ is serious, （warrant） 

so, this situation is serious. （claim） 

となります（ただし、本来の三段論法では C→W→Dの順）。三角ロジックで書くと 

 

This situation is serious 

|>~ is serious. 

This situation is ~. 

ですね。 

Ａ⊆Ｃ 

|>Ｂ⊆Ｃ 

Ａ⊆Ｂ 

になっているのがわかるでしょうか。Ａが this situation、Ｂが～、Ｃが seriousです。 

 

さて、一般にはここで「～」の部分に錦の御旗「against will」がくるわけですが、オプレの使用した「cause suicide」を生かし

てロジックを組んで見ました。参考にしてください。 

また三角は chartにするために、スペース等の関係でkeywordのみしか書かないことが多いですが、本来ロジックというもの

は省略を許しません。省略が許されるのは、原則としてすでに前で証明されていることだけです。現実としてはある程度の簡略

化をせざるを得ないわけですが、一応、できる限り省略をしないようにして、全文を書いてみました。詳しくは一章四節Ⅱ参照。 

 

ＭＳという単語を使っていないのでちょっと混乱するかもしれませんが、ＭＳ=sufferingで結構です。 

CJは citizen judge=裁判員のことです。裁判員制度問題だと思ってください。諸般の事情でこうなりました。 

 

⑦This situation is serious for people. 

|三角１>⑥To get such suffering is serious. ※ 

③People suffer in this situation. 

|三角２>②To force someone to do something that they don’t want makes them suffer. 

①People will be forced to be CJ in spite of the fact that they don’t want to be in this situation. 

 

 

※ スペースの関係で書ききれませんがここにもうひとつ三角がくっつきます。 

⑥To get such suffering is serious 

|三角３>⑤Suffering having possibility to cause suicide is serious. 

④（Some of）Such sufferings will make some of people commit suicide.（※注４） 

 

ＣＣＦを重視するなら、⑦→③→⑥ ⇒ ③→①→②→③ ⇒ ⑥→④→⑤→⑥ ⇒ ⑦→③→⑥→⑦の順で述べていくことにな

るでしょう。 

論理構成的には①から順に⑦まで述べていけば大丈夫です。 

① and ②, so ③. Next, ④ and ⑤, so ⑥. In conclusion, ⑦. といった感じでしょうか。 

 

三角１における、warrant⑥の such suffering とは、オプレが harmでＴＤした MSのことです。つまり MS caused by 

being forced to be CJ です。前のほうに書いた、オプレの claimの部分の MSについて参照してください。 

 



また、このロジックは完全ではありません。一章四節のロジック論のところで述べましたが、完全に論理付けることは、数学以

外では一般的に不可能です。（一章四節Ⅲ参照） 

よって、ここでは妥協としての簡略化をしています。（反論がこない限りはそれ以上説明しなくてもいいだろうというところで、説

明をやめることです。） 

④は説明が足りないのをわかっていてわざと簡略化して下に三角をつけていないのでもちろんですが、①、②、⑤にも反論の

余地があります。疑問や反論がきた場合は、さらに下に三角をつけてより詳しく説明しなければならないでしょう。（簡単に疑問

や反論に返せる場合は別としてですが。） 

 

さて、三つ上のパラグラフで、ＣＣＦを重視するならと一般的な三角を使った場合の進め方を書きましたが、非常に手順が多く、

面倒です。実際このように三角がいくつも増えるようなら、三角を書くのではなく、Solutionや DAのフローチャートのように書

いたほうが遙にわかりやすいし、書くのも簡単だと思います。三角は（この場合は三段論法的三角ですが）まともに使うのが難

しいですから。 

 

① 

|－② 

|－③ 

|－④ 

|－⑤ 

|－⑥ 

⑦ 

といった感じでしょうか。①から⑦への linkageで②から⑥までは step sentence として linkage を説明するような感じでい

いと思います。また、もっと詳しくする場合は、step sentenceの数が増えていくことになります。 

 

 

※注１：関西スタイルではなぜ harmは harmful なのか？ですね。どうも自己言及、自問のＱになっているようで論理的には

おかしい気がしますが。おそらく「なぜ this situationは harmful なのか？＝なぜ harm といえるのか？」という意味で使っ

ているのでしょう。 

 

※注２：against will という言葉には問題点があります。 

一つが、against will といえばとりあえず Logicが皆に認められるので、実際に seriousかどうかを深く考えずにとりあえず

against will is seirousに持ち込んで済ましてしまうこと。 

実際に seriousness の reason を考えていないわけですから（オプレも examiner も）、結局 logicalかどうかを examine

してないことになります。 

 

上の問題点とも関係しますが、もう一つの問題点が一章四節Ⅲa)で述べたものです。 

against will is seriousが warrant となるとは限らない、つまり against willが必ずしも serious とはいえないということで

す。 

皆さんは目の前のつまり harmの against willについてだけ seriousかどうかを考えているようですが、三段論法としては、

すべてのagainst willが seriousであるか、あるいはnot seriousなagainst willがあったとしても、このharmは serious

な against willのほうに含まれなければならないことは一章四節Ⅲa)で述べたとおりです。 

しかし、against will というだけ seriousになると思っている人はこのような問題点をまったく意識していないといえるでしょう。 

 



Against willには問題点があるため、against will という表現はあえて使わないで Logic を立ててみたほうがいいでしょう。 

オプレが against willにたよらずに seriousness をたてようとしたことは非常にいいと思います。私が書き直したオプレの

Logicでも、against willは MSを受ける理由の説明として使われていますが（直接 against will という phraseは使ってま

せんが）、seriousnessの直接の理由にはなっていませんよね。 

実際に against will を使って Logic を立てたい場合は、against will という phrase を使わずにより具体的な状況の説明で

代用すれば、問題点を避けやすくなると思います。 

 

※注３：Seriousnessの中では、people とは特に指定がない限りは、harmの targetのことだと思ってください。 

 

※注４：実際には、なぜこの MSが suicide を引き起こすのかについてもうひとつ三角が必要でしょう。この部分はあえて書き

ません。考えてみてください。 

 

第二章 第六節 Cause 

第二章 第六節 Cause 

root cause総論 

root cause（cause of cause）と呼ばれるものについてです。 

Root causeは一般に、「なぜ政府がそのような政策を現状でとっているか？」を示すところです。 

「そのような政策を採っているからにはなにかメリット（ＡＤ）があるんだろう」と考えられ、さらに「そのような政策をやめてしまえ

ば、メリット（ＡＤ）が得られなくなる＝ＤＡということになるだろう」という考えからＱされることが多いです。 

 

しかし、この root causeでわかることは、あくまでも「なぜ政府がその政策をとっているか」つまり「purpose of the present 

policy」にすぎません。実際に purpose通りにいっているかどうか、つまり present policy に effectがあるかどうかは、こ

こではわからないのです。（※注） 

 

したがって、いざＤＡを証明しようというときには、やっぱり present policyに effectがあるところから証明し始めることになり

（詳しくは後のＤＡの Uniquenessの部分で述べます。三章四節Ⅰ参照）、ここで purposeについてコンセをとっておいてもＤ

Ａの証明には大して役に立ちません。 

ここで現状政策の purposeをきいておくことは、あくまでもＤＡの Ideaが思いつきやすくなる、といった程度の効果しかないで

す。 

ＡＳＱはＳＱつまり現状を analyzeするところなので、現状で政府がそう考えているかわからないことつまり eviがない root 

causeの ideaについては、特にメリットがない以上、がんばって eviなしでもpurposeといえるんだというコンセをとる必要が

ないということになります。 

そして、JGがどう考えているかを合理的疑いがなくなる程度に Logical で導き出すことは困難ですよね。 

実際にやってみればいくつもの「こう考えているのではないか？」という Ideaまではたどり着くでしょう。しかしそれは結局現状

の policyの ADから逆に考えているに過ぎず、それが purposeで想定した ADなのか、想定外の ADなのかというのは evi

なしで区別するのは困難ですよね。 

結局 eviがないと root cause として JGの purpose をコンセをとることは困難になるので、特にメリットがない以上、Idea

のみのものをここでコンセをとる意味はなくなるわけです。 

 

簡単にコンセがとれる eviがある purposeだけに限定しても特に問題はないと思います。 
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Without evidence, it is very difficult that we are sure that the government think so, therefore, we cannot 

say that your Idea is the purpose of the present policy. といっておけばいいのではないでしょうか。（もちろん、root 

causeの task を説明して、だから eviのない ideaは扱う必要はない、と説明するわけですが。） 

 

※注：オプレは、「政府は～と考えているから」と答えるだけで、あくまでも政府の考え＝目的しかわからないことになります。オ

プレが自分から、実際にその考えが有効に実現しているかについて evi を示せば別ですが、root causeでは purpose さえ

確認できれば taskを果たしていることになるため、それ以上のことつまり効果についてまでオプレが説明する責任はないこと

になります。 

 

 

また、evi なしの ideaに無理して purpose というコンセをとるメリットは特にありませんが、オプレが eviつきでできる限りの

root cause を示すことは、ＤＡの Idea を思いつきやすくするというメリットがあります。 

ディスが Aff vs Negの二者対立構造ではなく、あくまでもオプレの ideaをたたき台にして Table全体で critical thinking

するものである以上、オプレが不利になるからといってそのような情報を出し惜しみするのは、ディスの本質を誤解していると

いっても過言ではないでしょう。 

そもそもオプレに有利・不利という考えもディスの本質から外れています。Tableみんなで協力してbest conclusionですから

ね。 

 

第三章 Theory 各論 PLAN編 

第三章 Theory 各論 PLAN編 

 第一節 Direction 

 第二節 Mandate 

  Ⅰ Mandateでの objection 

  Ⅱ Finance 

 第三節 Solution 

  Ⅰ Practicability 

  Ⅱ Workability 

  Ⅲ Solution の Procedure 

  Ⅳ Some cutの役割 

  Ⅴ PMA と DA 

 第四節 DA 

  Ⅰ総論 三要素と Uniqueness 

   a) Uniquenessについて 

   b) Not unique 

   c) Inherency 

  Ⅱ各論 Tableにおける各 DAの Ideaについて 

 第五節 Comparison 

  Ⅰ Comparison方法 総論 

  Ⅱ comparison方法 各論 

  Ⅲ 複数 comparison 

   a) PMA 

   b) off set 
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   c) turn-around 

   d) 正攻法 

 

第三章 第一節 Direction 

第三章 第一節 Direction 

「Direction ってなんのためにあるんだろう」という疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。Directionで、「いや、

should notだ！」と objectionすることはＮＦＣやコンパリとどう違うのか、と考える人も多いでしょう。 

 

実のところ答えは非常に簡単です。 

「should」があるから誤解されがちですが、この directionは政府がとるべき方向性という意味ではありません。Planの方向

性という意味です。 

あくまでも、Plan（特にmandate）を directionにそって作ります（作りました）という宣言でしかないわけです。 

「現状で問題が起きていて（problem）、その問題よって害が起きています。（harm） 

そこで、政府はこのような方向性で（direction）、plan を作ってみました。このような方向性で plan を作ったらどうなるかを

examine してみましょうという」 

というだけのことに過ぎません。 

つまり、一種の narrowingです。どんな plan（mandate）をとるべきか漠然としているから方向性を定めてみた、ということな

のです。 

よって、direction areaで「should not」と反論することは意味がありません。 

とりあえず、この direction で plan とったらどうなるだろうというだけのもので、shouldか should notかは実のところ、コン

パリをやって、should take this plan or notで判断するものなのですから。 

 

Goals-criteria（※注）という opinionの formatがあるのですが、それを一回やってみればこの意味がわかると思います。 

 

ＮＦＣとの関係については、ＮＦＣ自体の説明が長くなるので、特にはしませんが、実際に direction で should notの反論を

するべきでなく、その反論はコンパリか、solutionか、NFCのどこかよりふさわしい場所でおこなう、ということになります。まあ、

NFCがふさわしいという argumentはまずありませんが。 

 

※注：Goals-criteria formatではオプレが設定するPlan sideはdirectionの1 sentenceのみで、mandateの内容は、

solutionや DA とのコンパリをしながらみんなで作っていくというスタイルです。理屈の上では、solutionやコンパリの結果で

planがどんどん改良されていくので best planにたどり着ける、ということになります。詳しく説明するのは大変なのでこの辺

で終わります。 

そして、この goals-criteriaで唯一オプレが設定する directionが、その後の話し合いの方向性を示す、つまり planの方向

性を示すことになっているわけです。 

 

 

 

第三章 第二節 Mandate 

第三章 第二節 Mandate 

 Ⅰ Mandateでの objection 

 Ⅱ Finance 
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第三章 第二節 Ⅰ Mandateでの objection 

第三章 第二節 

Ⅰ Mandateでの objection 

Mandate AreaにおけるContents of mandateについての objectionについては、基本的に考慮に入れなくていいです。 

ここでよく言われるのは、「オプレの opinion なのだから、オプレが自由にきめていいのであって、examiner（※注）が口を挟

むべきではない」、という理由ですが、一章一節に前述したとおり Tableに出された時点でオプレだけの opinionではなくなっ

ているので、オプレに全面的な決定権があるというのは正しくありません。 

それよりも、「その反論が本当に正しいかどうかわからない」「反論が正しいかどうかを考えるのは後の Areaである」「正しいこ

とがわかってからどうするか考えても遅くはない」という理由のほうがいいでしょう。 

この時点で反論を受け入れて、Plan を修正したとします。 

その結果、極端な話、修正する前はＡＤ＞ＤＡだったのに、修正したらＡＤ＜ＤＡになってしまったという可能性だってあります。 

そうでなくても、コンパリに不測の影響を与えてしまう可能性が高いです。 

少なくとも、たたき台であるオプレの planについて結論がでるまでは、plan を修正するかは待ったほうがいいでしょう。 

よって、この場合は少なくとも、「そのＤＡが立つかどうかを examine した後、コンパリで一応の結論がでてから、あらためて

plan を修正するべきかどうか話し合ったほうがいい」ということになります。 

 

また、このような contents of mandateに対する objectionは何もＤＡ候補だけでなく、solution cut候補のこともあります。 

「このmandateでは AD得られないのではないか」という場合です。 

この場合も、「all cutが立ってＡＤを得られないという結論に至った」とか「some cutが立ってＡＤが削られ、その削られたＡＤ

とＤＡでコンパリして結論に至った」という風に、opinionに一応の結論が得られる場合まで、plan spikeするかどうかを考え

るのは待ったほうがいいということになります。 

 

ただし、小さなＤＡや小さな solution cutの場合で簡単に plan spikeできて、修正しても特に新たな問題点は起きないような

場合は、前もってふさいでしまうのもひとつの手です。 

そのような場合は、オプレにきいてみてもいいのではないでしょうか。 

ただし、「今ここで planを spikeするのと、とりあえず先に進んで後で考えるのとどちらがいいか」というように選択の余地を残

してきいたほうがいいと思います。 

 

 

※注：慶應さんでは question makerですね。question以外のこともやるのに、なんで question maker というか謎ですよ

ね。 

 

第三章 第二節 Ⅱ Finance 

第三章 第二節 

Ⅱ Finance 

いまこの項目を説明するのは慶應さんぐらいですが、結局ほとんどの場合で not sureになるので、特に finance という項目

を設けて説明しなくてもいいような気がしますが。経費の計算なんてできないでしょうから。 

 

もし莫大な費用がかかってどうも実行が難しい場合は、solutionの practicabilityのところで反論がくるので、それまで特に

触れなくてもいいのではないでしょうか。 
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第三章 第三節 Solution 

第三章 第三節 Solution 

ＡＤでは特に書くこともないのでここに移ります。 

 Ⅰ Practicability 

 Ⅱ Workability 

 Ⅲ Solution の Procedure 

 Ⅳ Some cutの役割 

 Ⅴ PMA と DA 

 

第三章 第三節 Ⅰ Practicability 

第三章 第三節 

Ⅰ Practicability 

ＷＥＳＡでは feasibility といいます。理由については四章二節Ⅱを参照してみてください。 

 

Practicabilityは planの（現実的）実現可能性という風に解釈します。（英語のニュアンスは少し違うようです。だからＷＥＳＡ

は feasibility を使っているわけですが。） 

つまり planが実現可能（=practicable, feasible）か？ということです。 

あまりにも莫大な金がかかりすぎるから予算的にできないとか 

そもそも物理的に実行不可能とか 

現在では技術的に実行不可能とか 

憲法違反になるので法的に実行不可能とか 

そのような実行不可能性がないかを examineするところです。 

極端な例ですと、タイムマシンを作って過去を改変するとか、非現実的な plan を排除するための場所ですね。 

 

 

参考 

気になる人だけ読んでください。特に知らなくてもいいことなので。 

 

本来ならば、政府がつくるplanはあくまでも法案に過ぎないので、国会を通過するのかつまり法律として成立するのかというこ

とも議論の対象になるはずですが、国会を通過することを証明するのは不可能に近く、議論が泥沼化する可能性が非常に高

いので、国会は必ず通るということにしようという決まりごとが debateにはあります。Fiat といいます。 

ディスにはありません。しかし、一応暗黙の了解があると考えていいでしょう。国会を通過するかどうかを議論するのは難しく、

議論の内容も planそのものの内容ではなく、国会における政党や派閥、利害関係者等の勢力関係の話など不毛な議論にな

らざるを得ないので、仮にそのような議論ができるほど資料が整ったとしても教育的ではないし、面白くないですから。 

一応、反対勢力が邪魔するから planはとれないという「circumvention」という argumentが debateにも存在するには存

在しますが、結局は fiatで押し切られてしまうので、あまり意味はないですね。 

 

実際に practicabilityはよほどの非現実性がある plan以外は、この暗黙の fiatが押し通されて practicabilityが確認され

てしまうのが通常です。 

よくいう、「Japanese government has the power to take plan.」というやつが暗黙的な fiatによっていることがわかり

ますか？ 
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政府とは、日本においては内閣（とその下部組織）のことですね。すると少なくとも法制定、法改正にかかわることについては、

三権分立制度によって、内閣には立法権がないので「doesn’t have the power」ということになるはずです。あくまでも法案

を作成して、それを国会に提出して、fiatで国会を通過するという流れのはずですが、しかし普通はそこに突っ込みませんよね。 

 

また、それに対する反論として 

a)Japanese Government というものを、行政府（つまり内閣）だけでなく、立法府（つまり国会）まで（時には司法たる裁判所

すら）含んで考える。こうすれば、Tableは国会でもあるわけだから、fiatなんかなくても国会通る。 

b)内閣総理大臣は、与党のトップ（大体が自民党総裁ですね）が選ばれる。だから、トップの決定には政党が従う。与党が賛

成すれば国会は通るから、内閣の法案が fiatなんてなくても国会を通る。 

というものがありますが、説得力にいまいちかけるといわざるを得ないでしょう。 

国会まで governmentに含めるのはいささか強引に過ぎますし（※注）、必ずしも首相の決定に与党が従うとは限らないです

からね。 

小泉元首相が俗にいう郵政解散をしたのは、与党の抵抗勢力が郵政改革の政府案に従わなかったためですから。あれは解

散することによって従わせることに成功しましたが、いつもそうなるとはかぎりませんから。 

 

 

※注：ましてや裁判所までふくめることはありえません。司法の独立といって元来独立性の強い機関ですから、政府によってコ

ントロール自由自在というのでは困りますからね。 

後ですこしくわしく述べます。四章一節参照。 
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Ⅱ Workability 

こちらは有効性ということになるでしょうか。Workabilityのニュアンスはpracticabilityとほとんど同じようなので、やっぱりこ

れもふさわしくないということで、ＷＥＳＡでは effectiveness、そのまま有効性という単語を使っています。 

feasibilityを実行性と訳し、それに対比させてeffectivenessを実効性と訳す人もいます。後者はともかく前者の訳には私は

賛成しがたいのですけどね。 

 

ここでは、planが仮にとられたとして（※注）、planが想定通りの効果をどこまであげるか？ということを examineする場所で

す。 

国会を通過したと仮定して、法律になったときにどの程度効果がある、つまりＡＤが得られるか（=workable, effectiveか）と

いうことを話し合うわけです。 

Practicabilityはよほどの非現実的 planでない限り、fiat（ディスには明確に存在するわけではないので、fiat らしき暗黙の

了解ですが）で確認されてしまうので、主として solutionで話し合うのはこの workability ということになります。 

 

 

※注：結構、can take plan という sentenceのみで、「planがとられたら」という仮定をしないオプレがいますが、can と will

（この場合は特に shall）は別の問題で、いくら canなことを確認できても、実際にplanをとらないことには絶対にplanの効果

は発生しないわけです。 

Planをとるかどうかというmotiveについてはコンパリで確認するものなので、meansについて話し合う solutionでは、plan

がとられたとしたらという仮定で話を進めることになります。 
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言葉尻の問題だとは思いますが、したがって、workability を examineするためには、「仮に planがとられたら」という仮定

をいれないと、理屈の上では話がすすまないわけです。 

「うん、Planは取れるよね。だから何？」となるわけです。 

「～ができる」ということと、「～をしてみたらそれによってＡＤが得られるだろう」というのは論理構成として別物です。 

 

第三章 第三節 Ⅲ Solution の Procedure 

第三章 第三節 

Ⅲ Solution の Procedure 

実際に solutionの構造について述べます。以下のようになっています。 

 

Mandate（※注） 

｜ この部分の linkが practicability 

The plan shall be adopted. 

｜ この部分の linkが workability（複雑なことが多いので step sentence をおくことが多い。） 

AD 

Step sentence をおく場合は 

Mandate 

｜＞JG has the power to take the plan 

The plan shall be adopted. 

｜＞① 

Step sentence 

｜＞② 

AD 

となりますが、この step sentenceはあくまでも planがとられてからＡＤにいたるまでの linkageが長い場合にわかりやすく

するためのものです。①と②をあわせて workability です。 

 

 

よくある間違いが 

Mandate 

｜ 

Practicability sentence 

｜ 

Workability sentence 

| 

AD 

というやつです。 

あくまでも practicabilityは、planが本当にとることができるのか、 

workabilityは planがとられたとして本当にＡＤにたどり着くのか、 

という linkageを確認するものだということを忘れないでください。 

死刑問題で書いてみた図が図 3-3-1です。 

図 3-3-1 
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こんな感じでしょうかね。 

 

※注：mandateから link をはじめるのはおかしくないのか、ＳＱから始めるべきではないのかという問題がありますが、今回

は詳しくは触れません。慶應さんはちょっと違うようですね。一応いっておくと、mandate を法案作成、その後の「The plan 

shall be adopted.」を法律成立という風に考えれば間違いでもないと思います 
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Ⅳ Some cutの役割 

Some cutの役割について述べたいと思います。 

「Some cutは無駄だから、明らかに someのものもとりあえず all といっておこう」という間違った風潮がディス界にはありま

す。がんばれば allになる可能性があるならばともかく、結局 someにしかならないものをわざと all といって議論に時間をか

けるほうがむしろ時間の無駄ではないかと思います。 

さらにいうなら、「もし some cut出す場合は必ず DAやコンパリの布石となる strategic some cut を行うこと。」という間違

った風潮もあります。そもそも some cutが一体何のためにあるのか、どのような役割を果たすのかをきちんと理解していない

からこのような間違った考えにたどり着いてしまうのでしょう。 

solution cutは AD を削るためのものと考えるから「Someは無駄」という考えが出てきてしまいます。根底には Aff対 Neg

の構造がどうしても Discussantの頭の中から離れないから、このような考え方が存在するのでしょう。 

arugumentは自分の意見を通すためや相手の意見を切るためにあるのではなく、テーブル全体でより良い結論に至るため

に、討論し、論理を磨くためのものです。 

Aff vs Neg とやっていては DISの意味がありません。 

Aff も Neg も協力して the best conclusion を目指さなければなりません。あくまでも cutにおいても、その他 argument

においても、table全体で協力し合ってやるものなのだということを忘れないでください。 

 

さて、それでは some cutの役割ですが、本来 Some cutは「Planの Targetの Plan後の状態を明確にする」ためのもの

です。Plan後のシチュエーションをしっかり理解するためのものであるわけです。 

Planで一体誰がADを得られて、誰が得られないのか。得られないのはどうしてかを明確にすることは、Planのworkability

を examineするという taskにかなっていることはもちろん、後の議論において有効に生かされるはずです。 

Some cutによって分けられた Targetたちの PLAN後のそれぞれのシチュエーションが DAや、コンパリの土台となっていく

わけです。 
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だから、some cutが後の DAなりなんなりの布石となるのは本来当然のことですし、そういうことが Some cut をするときに

思いつかなくても「本当に ADを得られるのは誰か？」を明確にすることは、コンパリをする上でまず間違いなく大事な要素にな

ります。 

一元的に「時間の無駄だから布石以外の Someはやるな」と考えるのは間違いです。 

 

また cut = argument ではありません。Cutはあくまでも opinionの solutionに対する欠点を示すものであって、「確かに

それはあるね」と特に argumentをしなくても tableでコンセを取れるということはありえます。 

別に some cutで argumentにならなくてもいいんです。仮に、some cutを 3つだしたとして、それらすべてをオプレが反論

しないで agree し、Tableでコンセンサスを取れたとしても「argumentにならないんだったら意味がない」と考えないでくださ

い。反論の余地のないような some cutだったなら、argumentにならないのは当然なのですから。（all cutの場合はオプレ

が必死に反論を考えるでしょうから argumentになると思います） 

また、オプレの中には「some cutだったらとりあえずＡＤ得られるからいいや」と some cutは特に反論せずにすぐ grant し

てしまう人が結構います。 

しかし、その some cutが本当に正しいのかを議論しなければいけません。そうでなければ本当に best conclusionに近づ

いているのかわかりません。 

 

最後に quantityについてですが（実際には cutによって qualityが変化する場合もありますが）、some cut をすると not 

sureの状態になりますよね。そして、この not sureは本当にどれぐらい減るかまったくわからないという場合もありますが、あ

る程度はめぼしがつく、という場合があります。たとえば、半分ぐらいはＡＤ得られなくなる、などです。 

１％ぐらいＡＤ得られなくなるの（slight cut というやつですね）と、半分ぐらいＡＤ得られなくなるのと、ほとんどＡＤ得られなくな

るが、ほんの少しだけＡＤ得られる人がいるというのでは（AD slightly remain.というやつです）、言葉の上では同じ not 

sureでもまったく違います。 

 

よって、協力して best conclusion を目指すなら、一体どれぐらい partialに cut されるのかについても、examine しておい

たほうがいいということになります。だいたいはコンパリまで放っておくことが多いですけどね。 

 

第三章 第三節 Ⅴ PMA と DA 

第三章 第三節 

Ⅴ PMA と DA 

ディス界では長らく放置されてきたのがこの問題ですね。Debateでは当たり前のように PMAが認められているのですが。 

 

実は、Solution cut（workability cut）には二種類あるのです。 

ひとつが No solvency  もうひとつが PMAです。この言い方はあくまでも debate界での呼び名なので、それほど気にしな

いでください。 

 

一般に、No solvencyが普段私たちが使う solution cut です。 

No solvency（以下、No-sol）はその名の通り、「Planに解決性がないこと」を意味します。具体的には Plan自体の効力に問

題があって、ＡＤが得られない場合です。 

それに対して  PMAは「Plan Meets Advantage（※注１）」の略で、「Planが ADに到達しないこと」を示します。 

じゃあ何が No-sol と違うかというと、「Planがそもそも働かない」のが No-sol で、「Plan自体は働くが、別の要因によって結

局ＡＤが得られない場合」が PMAです。（※注２） 

具体的には、たとえば、「タバコを法律で禁止する」という Planがあったとして、これで「がんにならない」という AD を得ようとし
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たとしましょう。 

「結局影で違法タバコを隠れて吸ってがんになるから ADは得られない」というのが No-sol で、「タバコは吸わなくなるけど代

わりにタバコを吸えないストレスでがんになるからADは得られない」というのが PMAです。この二つの反論が本当に正しいか

はとりあえず横においてください。ここでは、あくまでも Idea としてありえるという意味で扱っています。 

「タバコを禁止する→タバコを吸えなくさせる」という働きを Planがちゃんとしているかが違いです。前者はそもそも Planによっ

て、タバコを吸えなくなっていないという反論なのに対して、後者はタバコを吸えなくさせているから Planは働いているのだけど、

ストレスという別の要因で結局がんになっているから ADは得られない、というものです。（※注３） 

 

さて、ここで問題になるのはADの「がんにならない」の「がん」とは、「たばこによるがん」だと考えるのがディスだということです。

事実そのようにＴＤを Harmで行っているはずです。 

すると、「がんにはなるかもしれないけど、少なくとも『たばこによるがん』にはならなくなっているのだから、この部分でＡＤ得ら

れてるじゃないか」となりさらに、「ストレスでガンになるってそれはPlanによって引き起こされている悪いことだからＤＡだよね、

solution じゃなくてＤＡでやればいいんじゃない？」となるのです。 

事実ディスで PMAを出すと、たいてい DAに流されます。（※注４） 

 

形式論的にはそのような解釈もできるでしょう。しかし、実質的には本当にそうでしょうか？結局がんになるのに、「いやすくなく

ともタバコによるがんにはならなくなったからＡＤだ」と開き直っていいのでしょうか？ 

たとえば薬物Ａによる中毒者が大量にいるので、覚せい剤取締り法を改正して薬剤Ａを覚せい剤の中に入れて取り締まったが、

同様の効果をもつ薬剤Ｂは覚せい剤の中に含めなかった。そしたら薬剤Ａで中毒になっていたものが、結局薬剤Ｂで中毒にな

っただけで、結局薬物中毒は減っていない。このような状況で政府はＡＤを得られたといっていいのでしょうか？ 

 

これは現実にあわない、机上の空論的なＡＤだと思います。（※注５） 

たとえば、タバコの場合。タバコを禁止する目的は、「がんをへらすこと」なのです。「タバコによるがんをへらす」のではないの

です。がんを減らしたいでは、どうするか、「タバコを禁止しよう」なのです。 

もう少し詳しく説明するために、まず victimの視点で考えます。 

Victimが Harmだと感じていることは「タバコによってがんになること」なのでしょうか。それとも「がんになること」なのでしょう

か。 

確かにがんを「たばこによる」とＴＤしていますが、実質的な害はがんになることなのであって 

「たばこによる」というＴＤは、あくまでもcauseからharmにいたるまでの流れによってこのがんが起きていることを確認するた

めのものであって、つまり「どのような Plan を考えればがんをなくせるか」を考えるための材料として「いったいがんの cause

はなんであるのか」を考えるためのものに過ぎません。 

Victimは「タバコによるがんだから」serious と感じているのでしょうか。そうではないでしょう。「がんだから」serious と感じて

いるのです。たばこによるというのは、政府（この場合は Tabelなりオプレ）が causeを分析し、Planを立てるために便宜的に

がんの範囲を区切っているにすぎないのです。 

よって、Planがとられて、タバコによるがんにはならなくなったけど、結局べつの理由によってがんになるという状況で、victim

が ADを得られたと感じるとは到底おもえません。 

 

また、政府の視点から考えてもタバコを禁止する前と禁止した後でがんの数が変わってない（減ってない）のに、これはタバコ

を吸えないストレスでがんになっているだけで、タバコが直接の原因のがんは減っているから AD であるといえるのでしょう

か？その説明で国民は納得しますか？そうではないと思います。やはり政府からしてみると（それを監視する一般国民からし

てみても）、がんの数を減らすことこそが ADであるということになるはずですよね。 

 



ただし、「PMAは DAだ」派からすれば、Victimが考えることは、ADが得られたかどうかではなくて、victimにとって better 

situationになったかどうかだとするならば、DAだということはできるでしょう。 

 

さてそうすると、結局「PMAは DAだ」派のいうことも理屈はあることになり、結局どっちがいいのか決められません。よって

「PMAは sol cutだ」派の superiorityを示して、tie-breaker としたいと思います。（※注６） 

 

「PMAは DAだ」派は、結局のところまず DA として立論し、そこで DA＞AD となって初めて、「victimは AD を得られなかっ

たといえる（コンパリの taskを考えると正確にはvictimはbetter situationにいたらなかったといえる）」と考えるのでしょう。 

 

しかし、よく考え見てください。All cut というのは、よほどだめな Planの場合や、よっぽどの argumentがなければ立たない

ものなのです。 

たとえば、タバコの場合、ストレスでがんになるといってもタバコを吸えなくなった人全員がストレスでがんになるとは限らないで

しょう。がんになるほどのストレスを受ける人は一部であるような気がします。（実際に argument してみないとどうなるかは断

言できないのでこの表現を使っています。）つまり、DA として立論してもコンパリではまず間違いなく AD＞DA in terms of 

quantityになるということです。（さらに PMAの qualityや targetは原則として harmと一緒なのでこれらも ADを上回りま

せん。） 

ましてや、another cause とはいえ、harmの quantity より多くの人がその DA（PMAを DAにしたもの）の quantityにな

る場合などまずないでしょう。 

覚せい剤の場合は、薬剤Ａの使用者が全員薬剤Ｂに移ること（つまり AD=DA in terms of quantity）は考えられますが、も

とより薬剤Ａの中毒者以上の中毒者がでることは考えにくいでしょう。 

増えた中毒者がＤＡだというためにはPlanによって増えた（Uniqueness）（※注７）という証明が必要ですが、Planによって増

えたとはいえないと思います。もし増えたとしたらそれは結局 Planを取らず薬剤Ａを禁止していない状態でも中毒者が増えた

（Not Unique）（※注７参照）と思われますので、DAの quantityには加算されず、結局 AD＜DA in terms of quantity

にはまずならないということがいえます。 

 

そして、ディス界では、AD と DAをひとつずつコンパリするという習慣があります。 

すると、この PMAを DA として扱ってしまった場合、まず間違いなく AD＞DAなので、take plan という結論になってしまうと

いうことなのです。可能性としては唯一 AD=DA として not take plan とする道は残っていますが、all cutがまず立たない以

上、これは非常に難しいということになります。 

 

解決策としてまず、「PMAを DAに流したものを、コンパリの材料としての DA とせず、他の DAを扱う」というものがあります。

しかしせっかく出した Idea を DAに流しておいて、DAでも扱わないというのはひどい話ではないですか。 

 

次に、「とりあえず PMA→DA（DA1 とします）でコンパリしてみて、DA1ではコンパリで勝てなかったので、他の DA（DA2 とし

ます）を使って次のコンパリをしてみる」というものがありえます。これは一見するとよさそうですが、では一つ目のADとDA1と

のコンパリの結果はどこに行ってしまうのでしょうか。AD<DAとならないDA1など無視するのでしょうか。それはおかしいです

ね。確かに DAであることに変わりはないのですから。では、AD と DA1+DA2 をコンパリするのでしょうか。 

それならそもそも「先に DAの Ideaが全部 DA として成立するか確認して、AD と DA全部足したものをいっぺんにコンパリし

てしまえ（たとえば、DAが 4つ確認できたとして、AD と DA1+DA2+DA3+DA4 をコンパリするということです）」となるので

はないでしょうか。 

 

しかし実際には、コンパリでADと複数DAを、たとえDAが二つであっても、一度に比べるのは非常にむずかしいです。テクニ



ック的なものを使ったりすればできることもありますが（※注８）、よほどの Discussantが集わないと不可能でしょう。では結局

AD と DA1のコンパリは無視せざるを得ないのでしょうか。DA1の Idea をコンパリに取り込むことはできないのでしょうか。 

それで best conclusionを目指しているといえるのでしょうか。できる限り多くの意見を取り込んだほうが協力が根幹のディス

としてはふさわしいのではないでしょうか。 

 

さあではそこで考えてみてください。それならそもそも、DA1 を PMA として solution で扱って、PMAによって削られた ADす

なわち、「AD－PMA」と DA2 をコンパリすればいいのではないでしょうか。 

そうすれば、捨てなければいけなかった DA1の Idea をコンパリに取り込むことができます。より多くの Idea を conclusion

に盛り込むことになって、より best conclusionに近くなった（better conclusionに至った）といえますね。特に、DAがDA1

とDA2の二つしかないときは、DA複数を一度にコンパリすることなく非常に bestに近いコンパリをすることができるわけです。 

理想である AD と複数 DAのコンパリができない場合の妥協案としてはよりすぐれている、といえます。 

 

また、AD=DA となる場合ですが、その場合も PMA として solutionで扱えば all cut となるので、コンパリにいかずに not 

take plan という結論がでます。議論の実質的内容が同じならば、先に結論が出たほうがいいですよね。 

 

よって、PMAは理屈の上では Solution cutにも DAにもなりえるけれど、PMA を DA として扱うより Solution cut として扱

うほうがディス全体を通してみた場合より betterな conclusionを出すことができるという superiorityがあることがわかった

わけです。 

したがって私の結論としては、PMAは solution cut であるということになります。 

Theoryの議論はディスでは避けがちですが、避け続けてきた結果今に至るまで debate界では誰もいうものがいない、

「PMAは DAだ」というような考えがのこっているわけです。 

よって、機会があればこのような議論をして、変えていってもらいたいと私は思うので、ここにこんなに長々とではありますが、

書かせてもらいました。 

 

 

さて、PMAの cut をするにおいて注意すべき点が一つあります。 

それは harm と PMAの qualityが MSである場合です。 

 

PMAがanother causeであるのにsolution cutとして扱うことができる理由の根幹に、「HarmとPMAのqualityと target

が実質的に同じである」ということがあります。「二つが実質的に同じなので、quantityを考えてADを削っていくことができる」

わけです。AD－PMA とは quantity をマイナスしているわけです。 

たとえばタバコの場合、qualityはどちらも「がん」で、targetはどちらも喫煙者（まあ PMAの targetは harmの targetの

一部なので完全に同一というわけではありませんが、少なくとも harmの targetに含まれます）ですよね。 

しかし MSは必ずしもそうとはいえないのです。 

「がん」の場合は、原因が何であれ、「がん」は「がん」です。まあ発生場所が違う等の違いがある可能性はありますのでまった

く一緒とはいえず議論の余地はありますが、ここではそれは置いておきます。 

 

しかし、二章三節Ⅰで述べたように、MSは人によって違うのです。したがって causeでＴＤせざるを得ず、causeが同じだった

らそれぞれの MSの内容が違っても全体としてひとつの MS と考えようということになっているわけですが、PMAはそもそもそ

の MSの causeが違うわけです。another causeの場合に「本当に同じ qualityの MS といえるか？」ということが問題に

なるわけです。 

 



もしかしたら、全体として harm よりもよりmore seriousな MSの PMA ということもありえますし、だいたい同じぐらいの

seriousness ということもありえますし、harm よりも less seriousなこともありえます。 

 

そもそも違うMSならば、MSのすべてが serious とは限らない以上、その PMAのMSが seriousかどうかを seriousness 

of harm で行ったように examine しなければならないということにもなります。このオピニオンの場合は suicideに至る可能

性があるMSであることを示すか（この場合も suicideに至る可能性の高さが違う場合は、MS としての seriousnessの程度

が変わってきます）、別の理由で seriousであることを示すか、あるいは MSはおよそすべて seriousだといわねばなりませ

ん。 

 

ここまでくるともうDAを examineするのと変わりがないですよね。すると、DA areaで examineしたほうが効率がいいので

はないかという考えもありえます。 

また、Harmの MS（MS1 とする）より PMAのMS（MS2 とする）がmore seriousの場合は、たとえ all cutにならないよう

な PMAであっても、AD＜DA となる可能性が存在することになります。よって前もってやる理由も薄れてきます。 

 

詳しいことは自分で考えてほしいのでこれ以上は書きませんが、 

結論としては、 

１：MS2の seriousnessが MS1 と同程度、もしくは低い場合は PMA として扱い、高い場合は DA として扱う。 

２：AD－PMAを計上するときは、quantity とともに、MS1-MS2 として quality もマイナスする必要がある。 

ということになると思っています。 

 

また、MS1 は harmの target以外が感じる場合がありえます。この場合では、CJすることはかまわないが、educationを

受けるのはいやだ、というような人の場合です。 

このような人は、絶対にPMAにはならずに、DAとなります。現状ではharmのMS=MS1をうけていないのですから。よって、

このような場合は、PMA と DAに MSを分けるより、PMAになる「harmの target」と、「harmの target以外に MS2 を受

ける人」を足して DAの target として、「MS2 をうける人がいる」という DAにまとめてしまったほうがいいと思います。 

 

※注１：「なぜ、ＡＤに到達しないって議論なのに Plan never meet Advantage じゃないんだよ。No-solのほうは Noがつ

いて否定形じゃないか」と思う人もいるでしょう。実際にアメリカの debate book では PMAを「Plan-Meet-Advantage 

Argument」と記述していて、「PlanがADに到達するかどうかを議論するもの」だから肯定形なのだと思われます。くわしいこ

とはわかりませんが、debateでは他にも Topicality など、肯定形でだす否定の反論があったりするので、習慣なのではない

でしょうか。No-sol に Noがついているのは、Aff側が Solvency という項目で証明することがあるので、それと混同しないよ

うにわざわざ Noをつけたのではないかという気がします。正確なことはわかりませんが、あまり気にしなくていいでしょう。

PMAは「Plan doesn’t meet Advantage」の略だとか、「Plan never meet advantage」の略だという Japanese 

debater もいますが、アメリカでは肯定形で使われているようです。 

 

※注２：定義的は Planの analysisに直接 attackするのが No-sol で、別の analysis を持ち出すのが PMAだとか、色々

あるのですが、ADが得られない原因がPlanそのものの欠陥にあるのがNo-solで、別の原因（another causeの solution 

cut とディスではいったりします。）でＡＤが得られないのが PMA と覚えておけばいいでしょう。 

 

※注３：ここで見たように Planが「働いているかどうか」と、「効果があるかどうか」というのは微妙に意味が違うので、やっぱり

workability より effectiveness を使うべきだと思いますね。 

といってもworkableは働いているかどうかという意味とはニュアンスが違うんですけども。ちなみにここでの effective とはＡ



Ｄが得られるという意味にＴＤしています。タバコを吸えなくさせることが effectだといわれたら結局 PMAがたっても effective

ということになってしまいますからね。 

 

※注４：私の経験では私が3年のときの春セミの3rdでは、日大のH澤が出したPMAがDAに流されることなくsolution cut

として認められましたが、それが唯一ですね。後は、全部流そうという suggestionがでて、しょうがないので solution cutか

DAかの argument をした上で cut として扱わせました。 

 

※注５：そもそもディスカッションというのはフィクションの塊で、机上の空論のあつまりです。 

しかし、その中で一体どれだけの現実性を追求するかというのは常に議論になります。たとえば、evidenceを最低限度とはい

え使用しているのは、現実性を残そうという抵抗であるといえます。 

違憲 Planは practicableなのか、eviがない情報を ASQで扱っていいのか、など、現実性をどうするかは常に議論の余地

がありますね。考えてみてください。 

そして、この部分に関しては、あまりにも非現実的ではないか、だからもう少し現実的に考えようというのが私の見解です。 

 

※注６：この superiorityの提示（相手の Ideaよりもこちらの Ideaが優れていることを示すこと）と tie-breaker（議論が均

衡しているときに、その均衡を打開する Idea）を提示することは argumentにおいて非常に重要です。Argumentの核とい

ってもいいです。覚えておいてください。 

 

※注７：uniqueness とは何かについては DAの部分（本章四節Ⅰ）で話します。 

 

※注８：comparisonで述べます。三章五節Ⅲ参照。Turn-around、off set等がテクニックとしてあげられます。またＴＤを駆

使してやっていく方法などもあります。 

 

第三章 第四節 DA 

第三章 第四節 DA 

Ⅰ総論 三要素と Uniqueness 

  a) Uniquenessについて 

  b) Not unique 

  c) Inherency 

Ⅱ各論 Tableにおける各 DAの Ideaについて 

   

第三章 第四節 ⅠDA総論 三要素と Uniqueness 

第三章 第四節 

ⅠDA総論 三要素と Uniqueness 

debate界では DAには三つの要素（3 requirements）がある、といわれています。 

Uniquuness（以下 UQ） 

Linkage 

Impact（以下 Imp） 

です。 

 

特に後ろ二つは解説はいらないとおもうので、UQについてのみ述べます。ディス界ではこれを理解していない人が非常に多

いので。 
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  a) Uniquenessについて 

  b) Not unique 

  c) Inherency 

 

第三章 第四節 Ⅰa) Uniquenessについて 

第三章 第四節 Ⅰ 

a) Uniquenessについて 

Uniqueness とは、DAは Plan特有（Unique）のものであること。つまり、DAが PLANによってのみ起こされることを指しま

す。 

具体的には、「現状でそのDAは発生していなくて、かつ将来にわたっても Planをとらない限り発生しない」ということを示す必

要があります。 

 

PLANをとろうがとるまいが起こる DAは PLANをとるかどうかの判断材料にはなりえないということです。「結局とってもとらな

くても DAあるのなら、AD得られる分 PLAN とったほうがいいよね」って話になるわけですね。 

本来的には DAがコンパリの材料足りえるか、という問題です。 

 

したがって、皆さんは Mandateから DAの Link を書き始めますが、実際には SQから書き始めなければなりません。 

Under the Status Quoには DAがおきていない。なぜなら～ 

By Adopting the Planによって、SQのある部分が変化する。 

After the Plan Adoption に、その Planによる変化によって DAがおきる 

USQ→BAP→APAの対比の流れが必要なのです。 

しかし皆さんは Mandateつまり BAPから書き始めています。 

これは問題ですね。 

DAの targetは現状でどのような人たちなのか？現状ではそのような DAを受けていないのか？さらに、Plan をとらなくても

結局同じような状況で DAを受けたりしないのか？（※注）を考えてみてください。 

 

※注：「prima facie」という概念がありまして、一般には、現状で DAがおきていなければ、将来でも起きないだろうと推定され

ます。つまり、Planとらなくても結局同じ状況がおきてDAを受けるという反論（Not unique）が提示されてから、「Planを取ら

ないかぎり将来にわたっても DAが発生しないかどうか」を具体的に検証することになります。 

一種の証明責任（burden of proof）の問題ですね。 

本章本節Ⅰの c)の注を参照してみてください。 

 

第三章 第四節 Ⅰb) Not unique 

第三章 第四節 Ⅰ 

b) Not unique 

さて、Uniquenessに対する反論として、Not unique というものがあります。 

ここでまず Not Unique とは大きくわけて四つに分かれます 

１．PLANをとる前から DA とまったく同じ Harmが存在する。 

２．PLANをとらなくても別の要因によってまったく同じ Harmがおきる。 

３。PLANをとる前に似た Harmが存在する。 

４．PLANをとらなくても別の要因によって似た Harmがおきる。 

２と４はディスの Procedureの壁に阻まれてしまうかもしれないので、少し難しいですね。 
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実際 DA とまったく同じ Harmはまず考えられない（もしまったく同じなら、Not UQ at all で DAはコンパリの判断材料になら

ないため、議論されないです）ので、大なり小なり違うわけです。例えば、Quantityが小さかったり、impactの reasonがち

がったり、Linkageがちがったり、具体的な被害者がずれたり、時期がずれたりします。 

この場合は、その違いを考えてもなお uniquenessが完全に否定される場合はNot UQ at all.となり、完全には uniquness

が否定されない場合は Not UQ in some cases ということになります。前者はコンパリにおける DAたりえず、後者は「結果

的に」共通部分の Linlや Imp（場合によりますが、Impが cutされると考えるほうが普通。）が cutされDAが小さくなるわけ

です。 

 

例えば、DAによって現状に存在する DAの Q/Tが増していた場合ですが、Not UQ とQ/Tが共通の部分の DAは Not UQ

となり cut されます。 

 

ここで特に問題となるのは reasonや、linkが違う場合です。 

UQで「結局ノイローゼになる」という議論がでたとして、reasonが、あるいはノイローゼに至る流れがまるで違う（他は同じと

する）場合、それは Not UQ といえるのでしょうか？ 

実は、いえます。 

最終的にノイローゼになってしまうという状況自体、Impが変わらないから＝victimにとっての seriousnessに変化がない

からです。 

被害者にとっては seriousnessが一緒なのでどっちの situation も評価は一緒で、政府にとっても差はないことになります。

特に政府にとってです。コンパリを見据えて考えみてください。 

 

これが Planによってノイローゼの程度が現状のノイローゼより重くなったとしても、Not UQ自体はたちます。 

実際には DA と Not UQの共通部分（あるいは同程度と考えられる深刻度）のノイローゼの Inpが cut されるわけです。 

 

因果関係の中で、原因が少しでも結果の程度を増しているというのは増した部分のUniquenessを残しているだけで、共通部

分は Not NQです。 

つまりこの反論は All→Someにしているだけで、DAは結局全否定こそされないものの小さくなるわけです。 

ノイローゼの場合の例でも、「ノイローゼの程度が同じでも、理由が違えばUQじゃん」「Linkが違えばノイローゼの程度が同じ

でも感じ方とか違うよ」などと difference でごり押しすれば UQが立たなくはないわけですが、DA をガリガリと削られ、これに

さらに Linkage cut などが重ねられると、結局コンパリに至っても DAのインパクトはほとんど残ってないということになってし

まいます。UQの some cutに、Linkageの some cut を重ねればかなり cut されることになりますよね。 

 

コンパリを見据えて考えると結局、Impの共通でない部分をどれだけ残すかが大事になるわけです。 

 

第三章 第四節 Ⅰc) Inherency 
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c) Inherency 

以下参考 

読まなくてもいいです。 

 

余談ですが、DAの UQnessに対応する ADの要素を Inherency（内因性と訳す）といいます。 

これは、現状で Harmが存在して、それが Planによってのみ解決される（あるいは ADが PLANによってのみ得られる）こと

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-49.html


です。つまり Plan をとらない限り現状の Harmが恒久的に（絶対的な永遠という話ではなくて）存在し続けることを指します。 

現状で問題が起きているっていう部分は本来の Inherencyの一部でしかないわけです。 

 

本来、これを証明しないと ADにならない、というか Planをとる理由としての ADたりえないのです。Plan とらなくても同じ AD

得られるなら Plan とる意味は何？ってことになり、それこそ予算と時間の無駄になってしまいます。（※注） 

 

これも No Inherency at all ってのはまずなくて、大体カットされて someに落ち着きます。 

例えば、ほっといても 10年後に解決される Harmは 10年後以降の Harmの Inherencyが Some cut されるわけです 

結果として、10年後以降の Harmのシリアスネスがカットされることになります。 

まあ、DIS界も結構立論がいい加減ってことです。 

 

 

※注：証明責任の問題で、オプレには inherencyの証明責任があるため、証明されない限り Inherencyはまったく存在しな

いものと扱われるから、Plan をとらなくても、極端な話 DISの終わる一秒後にはすぐ解決されてしまうことになります。 

ただし、UQのところでも述べましたが、「prima facie」という概念があります。「一見して成立していれば、反論がない限りは

証明したものと扱われるとする」というものです。 

これは Logicの部分で述べた、反論が来ない場合はここまでの説明で済ますというのと同じことです。 

つまり、「現状で問題が起こっていることを証明すれば、将来その問題が Plan をとらなくても解決されるまたはなくなる、という

反論がない限りは将来にわたっても続くものと推定する」という一種の擬制です。論理においてはこのような fictionをみとめな

いと、数学以外では論理限界があることは一章四節Ⅲ等で述べたとおりです。 

 

結局のところ、「一見して成立している状態」まで説明・証明すれば、burden of proofつまり立証責任は果たしたとする、とい

うことです。（オプレなり、DAプレゼンターなり、Idea を最初に出す人） 

そして、その後「一見して成立している状態」に異論・反論があるなら、その反論をする側が今度は説明しなさいということです。

つまり burden of proofが今度は objectionを出す側に移るわけです。 

そこで、またobjectionが「一見して成立している状態」になるまで証明されたら、またオプレなり、その Ideaに納得した人なり

に burden of proofがまた移ります。 

この burden of proofのやり取りが、数学以外では完璧にはできない、論理の実際における取り扱い方になります。 

証明責任をやり取るすることによって、両者が納得いく結論を構築していき、結果現実的な Logical thinkingをTable全体で

行うことになります。つまり私が一章一節で述べた、Table全体による critical thinkingが行われるわけです。 

 

法律、裁判でいう burden of proofはもう少し厳格な決まりがあり、ここで述べたものとはかなり性質が違うのですが、ここで

はそれは触れません。 

 

第三章 第四節 ⅡDA各論 Tableにおける各 DAの Ideaについて 
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ⅡDA各論 Tableにおける各 DAの Ideaについて 

root causeから導かれる、おそらくもっともオーソドックスな DAについて 

オーソドックスな DAはつまらないと考えられがちですが、実際には AD とオーソドックスな DAをコンパリするほうが、その

Topicの本質に近い部分について議論していることになりますから、決してオーソドックスな DAが悪いということはありません。 

オーソドックスな DAは確かに議論してても面白くはないですけど、重要ではあるということを覚えておいてください。 
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第三章 第五節 Comparison 

第三章 第五節 Comparison 

 Ⅰ Comparison方法 総論 

 Ⅱ comparison方法 各論 

 Ⅲ 複数 comparison 

  a) PMA 

  b) off set 

  c) turn-around 

  d) 正攻法 

 

第三章 第五節 Ⅰ Comparison方法 総論 

第三章 第五節 

Ⅰ Comparison方法 総論 

コンパリというのは、非常に自由なエリアなので特に決まりはありません。Tableでコンセが取れれば自由に行っていいと思い

ます。 

ただし、多数決はやめましょう。 

必ずしも最良の結論に達するとは限りません。 

また、ディス界では AD と DAを一つずつコンパリしますが、実際には AD と成立する DA全部をコンパリするべきなのです。 

一つずつやればいいじゃないか、という反論があるかもしれません。しかし、一つずつ比べるというのは、必ずしもきちんとした

結論に達するとは限りません。 

下の表を見てください。 

順位 家村 井上   荒井 

１ Ａ   Ｂ   Ｃ 

２ Ｄ   Ａ   Ｂ 

３ Ｃ   Ｅ   Ａ 

４ Ｂ   Ｄ   Ｆ 

５ Ｇ   Ｃ Ｅ 

６ Ｆ   Ｇ   Ｄ 

７ Ｅ   Ｆ   Ｇ 

 

 

学生食堂にＡ～Ｇまでの Lunchがあるとします。そして上の表は家村、井上、荒井のそれぞれの好みです。そこで多数決で

Best Lunchを決めることにしました。一度に全部コンパリするのは無理なので One by oneで、まずはＡvsＢ、そして勝った

ほうと vsＣ、さらに買ったほうと vsＤという風にコンパリしていくと・・・・あれ？Ｇが Best Lunch？ 

これは民主主義の根幹の一つである多数決および、One by oneのコンパリにかかわるパラドクス（逆説、逆理、背理）です。

これに関連してケネス・アローやアマーティア・センがノーベル経済学賞をもらいました。 

ま、これはすごく極端な例ですが、実際に似たようなことは起こっています。 

さて、これでわかるように、One by oneのコンパリは必ずしも正解にたどり着かない、多数決なんてもってのほかってことです

ね。 

 

というわけで、実はどのようにコンパリしていくのかというのは結論の真実性を図るのにそれなりに重要なのです。 

 

http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-51.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-52.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-53.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-54.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-55.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-56.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-57.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-58.html
http://kyonq.blog109.fc2.com/blog-entry-52.html


第三章 第五節 Ⅱ comparison方法 各論 

第三章 第五節 

Ⅱ comparison方法 各論 

では実際にどのように comparison していくかについての指針をいくつか上げておきたいと思います。 

まずは、criteriaでコンパリするタイプです。 

Criteriaの種類に代表的なものが下記の六つです。 

Quality：質です 

Quantity：量です 

Target：対象です 

Duration：ADや DAの持続期間です 

Emergency：ADや DAがどれだけ早く発生するかです 

Counter measure：AD を得たり、DA を解決するための他の手段の存否です。「他の方法でなんとかなるなら、それはそん

なに重要じゃないよね」ということになります。実は uniquenessや inherencyにかかわる概念です。（本章四節Ⅰ参照） 

 

この criteriaを使ったコンパリ方法にもいくつかあります。 

i) もっとも重要な criterion を先に話し合いできめ、その criterionについてのみコンパリ。その criteriaで outweigh した

ほうが、全体として outweighする、というもの 

ii) 一通り全部の criteriaについてコンパリ。その後最も重要な criterion を、その各 criteriaのコンパリの結果を元に話し

合いで決め、結果その criteriaのコンパリの結果がそのまま AD と DAのコンパリの結果になる 

iii) 一通り全部の criteriaについてコンパリ。その後、outweighした criteriaの数を数え、多いほうが outweigh。たとえば

ADが quality、target、durationで outweigh。DAは quantitｙで outweigh。Emergncy と countermeasureはイコ

ールだとします。 

すると、ADは 3 criteriaで outweigh しているのに、DAは 1 criterionだけ outoweigh。よって AD>DA となるというも

のです。 

iv) 一通り全部の criteriaについてコンパリ。その後、それらの結果を使って全体のコンパリに。 

v) 一通り全部の criteriaについてのコンパリをしない。思いついたコンパリを順にしていって、ideaが出揃ったところで、それ

らを踏まえて全体のコンパリ。コンパリされない criterionが出る場合がある。 

vi) 最初から、それらの criteria を複合して、総合的なコンパリを行うもの。 

（※注） 

 

例だけでも以上のようなものがありますし、他にもあります。 

また、criteria というものをまったく使わないコンパリ方法も存在します。 

 

いろいろな styleがあるのです。自分なりの styleを見つけてもいいですし、Tableや、ADとDAの種類にあわせて臨機応変

に style を変化させてもいいでしょう。 

コンパリの経験をつんで、いろいろと探してみてください。 

 

※注：i)から iii)のやり方は問題が多いので、実際にはお勧めしません。明らかに結論の仮定としてふさわしくないことが読め

ばわかると思います。 

特に、iii)は関西の伝統的 styleですが、なぜそのような styleが認められているのかちょっと理解できません。 

 

vi)は難易度が高いですので、v)、時間があるようでしたら iv)の方法が初心者向きかな、と思います。 
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v)はコンパリされない criterionがでていいのかと思うかもしれませんが、コンパリされない criterionとは、実際にはイコール

であったり、コンパリが非常に難しかったり、できない criterion であることが多いですので、それほど気にしなくても大丈夫で

す。 

また、もしある criterionでコンパリしないことが問題なADとDAだったら、自分がそのコンパリを提示すればいいということに

なります。 

また、quality と target、quantity と durationは複合してコンパリしやすいので、このあたりから複合してコンパリを試して

みるといいでしょう。 

 

第三章 第五節 Ⅲ 複数 comparison 

第三章 第五節 

Ⅲ 複数 comparison 

ADや DAを複数ずつコンパリするにはどうしたらいいのか。 

ここでは 4つほど例を挙げておきます。 

  a) PMA 

  b) off set 

  c) turn-around 

  d) 正攻法 

 

第三章 第五節 Ⅲ a) PMA 

第三章 第五節 Ⅲ 

a) PMA 

一つは PMAを利用するというもの。三章三節Ⅴを参照してください。同様に DA cutにもぐりこませることもできます。 

 

第三章 第五節 Ⅲ b) off set 

第三章 第五節 Ⅲ 

b) off set 

二つ目は off set というテクニック。 

Off set とはそうですね、対消滅といったような概念です。もともとは debateのテクニックなのですが、ディスでもできます。 

たとえば、AD1 と DA1が大体同じ場合に、AD1 = DA1 ということにして AD1 と DA1を off set します。 

そこで、新しい AD2や DA2 をだします。 

すると、AD = DA1でさらに DA2が丸々のこるので、AD<DA1+DA2 ということになりますよね。 

AD = DA1の均衡を DA2が破るので、DA2を tie-breaker といったりします。 

これは実際に criteriaのコンパリにも使います。 

quality以外の criteriaはすべてイコールだから off set で、quality で AD>DAだから、qualityが tie-breaker となって

AD>DAだ、という感じです。 

 

Off setは便利なのですが、議論が強引なものになりがちで、正しくない結論になる可能性があることは、覚えておいてくださ

い。 

 

第三章 第五節 Ⅲ c) turn-around 

第三章 第五節 Ⅲ 

c) turn-around 
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三つ目は上のテクニックにかかわるのですが、turn-around というテクニック。 

Turn-around（以下、T/A）はよんで字のごとくひっくり返ることです。 

つまり ADの一部が小さな DAになったり、DAが ADにひっくり返ることをさします。 

 

大きくわけて Impact-Turn と Link-Turnがあります。 

前者（以下 I/T）は悪いことと思われていた impactが実はいいことでした、というもの。(価値観をひっくり返すのが主。) ある

いはその逆です。 

例えば、ストレスを受けるという DAがあったりして、適度なストレスがないとリンパ球過剰で血管が必要以上に開いて血流障

害が起こり、それがガンの原因になることさえあるから、ストレスがあったほうがいいんだよというのが I/T。（当然「適度」かどう

かの話にはなりますが。） 

Link-turnは（以下 L/T）はリンクの途中から逆の流れが発生するもの。 

例えば過労死問題で、「就労時間が短くなる→過労死しなくなる」という ADに対して 

「就労時間が短くなる→給料が減って家計が圧迫」というのが L/I。最後でリンクが ADから DAへひっくりかえっているわけで

す。 

本質的には ADやDAとの違いはありません。ただ、ADやDAと違って一から説明するのではなく、それまでの議論に乗っか

って最後（場合によっては途中から）の部分だけをひっくり返すものなので、立論過程を省略している分、楽であるということで

す。 

一般的に ADや DA より小さいので小さな AD、DA といわれたりもします。 

 

この turn aroundを off setの材料に使うのです。 

たとえば、AD と DA1、DA2がある場合、DA2に T/A を立てます。 

そして、DAの T/A = DA2 と offset し、AD>DA1 となれば、AD+DA の T/A>DA1+DA2 ですよね。 

 

また、ADとDAが一つずつのときでも、ADに T/Aをくっつけて、AD = ADの T/AでDAが残るので、ADT/Aを使うと、小さ

な ADや DAがぼこぼこでてくるので、コンパリが非常に複雑化する可能性があるのが難点です。 

 

また、ADや DAの一種ですので、ADや DAの 3 requirementsが存在しているかを examine し、場合によっては反論し

なければならないことを忘れないでください。 

 

第三章 第五節 Ⅲ d) 正攻法 

第三章 第五節 Ⅲ 

d) 正攻法 

真っ向勝負で、引き算、足し算を使ってコンパリするものです。 

たとえば、死刑廃止で終身刑を導入するという Planがあったとします。 

ADは死刑囚の命、DA1は死刑囚の生涯監獄の中の人生です 

 

すると、quality以外の criteriaは基本的に一緒ですよね。（cutがない場合） 

そこで、AD－DAで、命は助かるけど、一生監獄の中ですごすという部分が残ります。 

この部分がとりあえずプラスかマイナスかという議論を最初はするべきなのですが、とりあえずプラスだとします。 

すると、命は助かるけど、一生監獄という ADの残った部分と、DA2 をコンパリするのです。 
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とまあ、この場合は、qaulity以外が一緒という条件がととのっていたので簡単ですが、そうでない場合も工夫次第でできます

ので、いろいろ試してみてください。 

 

第四章 補説 

第四章 補説 

 第一節 裁判員制度と司法の役割について 

 第二節 英語について 

  Ⅰ not sure 

  Ⅱ feasibility と practicability 

  Ⅲ effectiveness と workability 

  Ⅳ Solution と process to the advantage 

  Ⅴ 刑法と criminal lawについて 

 

第四章 第一節 裁判員制度と司法の役割について 

第四章 第一節 裁判員制度と司法の役割について 

裁判の担い手が、職業裁判官だけだということには意味があるのです。それは、裁判所は自由の守り手だからです。 

 

皆さんは自由主義と民主主義のかかわりについて考えたことがあるでしょうか。 

今日では当たり前のようにセットになっているこの二つの言葉ですが（一番の例は自由民主党）歴史的な沿革からいうとこの二

つはむしろ対立するものであったようです。 

くわしい沿革をかくとやたらと複雑なので書きませんが、不正確さを承知で簡単にのべると 

 

民主主義とは、平等が根幹にあります。 

不平等な社会を平等な社会に組み替えなければならないと考えました。 

結果全員が政治参加をすることになります。 

これが民主主義です。 

元来考えられていた民主主義は、討論を繰り返すことによって全体意思を形成するものでした。 

しかし、それが小さな国家ならともかく大きな国家になっていくと、全体意思の形成は不可能になります。 

結果、多数決による一般意思、集団意思の形成に変わっていくことになります。 

（一般意思については二章二節Ⅶの注を参照） 

 

 

結果少数意見が多数意見に服従することになり、自由というものが脅かされることになります。 

また、民主主義は、衆愚政治に陥る可能性があり、間違った多数派の判断によって、国家が間違った方法にいくことも十分考

えられるます。 

このことを、自由主義者たるモンテスキューは民主主義の恐怖と考えました。 

 

 

さて、自由主義にうつります。 

それに対して自由主義は、自由を根幹にすえます。自由とは、強制からの自由ととらえ、強制主体は権力でありました。 

自由主義は、民衆というものに徹底した不信感をもっていました。 

自由主義は権力から自由を確保しようとするものですが、ここで言う権力とはもちろん君主もありますが、何より数の暴力を振
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りかざす、民衆の権力すなわち民主主義から自由を確保するものであったのです。 

そこで彼らが考えたのは、自然法という概念です。 

すなわち法の支配ということです。 

 

自然に内在している法規範というものが、あらゆる権力より上位にくるのだ、と考えることによって、多数派たる民衆でも侵せな

い権利があると考えることによって、権力より自由を確保しようとしたのです。 

 

その現れが、憲法です。憲法は国家の最高法規です。立憲君主制では君主より上位にあって君主を縛り、立憲民主制では最

高機関である議会（そうでない場合もありますが、その場合でも最上位が憲法であることは変わりありません）より上位にあっ

て議会およびその下の機関を縛ります。 

すなわち法という概念から自然法が生まれ、自然法から自然権が生まれ、自然権から基本的人権がうまれ、基本的人権を書

き記したものが憲法になるわけです。 

 

そして、法の支配の典型的現れが日本で言うところの違憲立法審査権です。 

民主主義の象徴たる議会が、基本的人権を侵害して自由を不当に脅かすことがないかどうかを監視するわけです。 

 

つまり、自由主義は、民主主義による民衆の権力を抑制するところに端を発しているといえるのです。 

民主主義の弊害である、少数派（貴族に限らず、民衆の少数派も含みますが）の自由の侵害を防止するのが自由主義である、

ともいえます。 

 

「人民の 2人の敵は犯罪者と政府である。したがって、第 2（政府）が 1番目（犯罪者）の合法化バージョンにならぬように、憲

法の鎖で羽交い締めにしよう。」―トマス・ジェファーソン 

 

そして、裁判官はまさに自由の守り手です。国民世論という数の暴力から少数派（この場合は犯罪者）の権利を守らなければ

ならないのです。 

みなさんは、「犯罪者の権利なんかしったことか」と思うことでしょう。しかし法の精神は犯罪者であっても人権を認めています。

このことは憲法にも記されています。よって一般国民がどのような意見を言おうとも、裁判官はそれを時には無視して、法の精

神にのっとった判断を下さなければならないのです。自由を守るために。 

 

民主主義の数の暴力が、自由を侵害することを防がねばならないのです。 

 

よって、このような考え方を理解していない国民からは、「裁判官は国民感情を無視している」とか「俗世と隔離されていて、浮

世離れしすぎている」という批判が寄せられ、結果裁判員制度が導入されたわけですが裁判をするものが俗世にまみれている

と、多数派の意見に常におもねるということになる可能性があり、危険です。 

だから、裁判はできる限り、中立・公平に裁判をできる（と期待されている）、職業裁判官によって行われることになっているの

です。 

自由と平等、民主主義のバランスを取るのが裁判官の大きな役割の一つであるといえるでしょう。 

ですから、民主主義機関である議会（や政府）に裁判所が過度にコントロールされることになっては困るわけです。 

 

では、裁判員制度は、本当にこの裁判の持つ自由の、数の暴力からの保護という役割を果たせるのでしょうか？  

裁判員は、被害者に過度に感情移入したり、被告人というだけで犯人扱いしないのでしょうか？ 

日本では、逮捕＝犯人確定という風潮がありますよね。 



 

アメリカの場合は誤認逮捕がかなり一般的なので、逮捕されただけでは即犯人扱いということはないようですが、それでも一般

人は公正な判断ができるのでしょうか？ 

 

アメリカで弁護士は被疑者にこう聞くそうです。 

「真実のところ、あなたは本当に犯罪をしたのですか？していないのですか？」 

「もししていなければ、あなたは裁判官による裁判を選ぶべきです。しているのであれば、陪審員を選ぶべきです。」 

「そうすれば無罪を勝ち取れます。」 

 

よく考えてみてください。 

 

余談ですが、 

平等を推進する民主主義は、多数派による少数派の侵害という不平等がうまれ、結果自由が奪われます。 

かといって、自由主義だけだと、いつになっても民衆は虐げられたままになってしまうのでしょう。 

さて、この対立する二つの概念ですが、一体どうしたらいいのでしょうか？ 

日本国憲法の三大原則に国民主権と基本的人権の尊重がありますが、この二つは矛盾していることになってしまわないので

しょうか？ 

実際にはいろいろと細かい調整をしているわけです。 

現在では自由主義と民主主義は相互対立概念というだけではなく、相互補完的な役割を果たしているといわれます。 

興味があれば自分で調べてみてください。 

 

参考図書として 

『法哲学講義』 笹倉秀夫 著  東京大学出版会 

をあげておきます。税抜き 4200円と高いのでできれば図書館で借りるといいでしょう。 

ちなみに法の精神というものが全般にわたって書いてあるので全部読むことを本当は進めたいのですが、自由主義と民主主

義については、第三篇の 13章と 14章に書いてあります。239ページから 259ページまでです。 

 

第四章 第二節 英語について 

第四章 第二節 英語について 

もう英語を話さなくなって久しいので、自分では全然忘れているのですが 

本当に軽く、現役のときに考えていたディス英語の問題点を触れておきます 

 

  Ⅰ not sure 

  Ⅱ feasibility と practicability 

  Ⅲ effectiveness と workability 

  Ⅳ Solution と process to the advantage 

  Ⅴ 刑法と criminal lawについて 

 

第四章 第二節 Ⅰ not sure 

第四章 第二節 

Ⅰ not sure 

よく quantityで not sure といいますが、あれは正しくないです。Sure とは主観的確信の要件なので、自分が確信していれ
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ば、かりに eviがなくたって sureです。 

よってその場合は客観的確信を表す「certain」を使って、not certain というべきでしょう。 

Sureが主観的、certainが客観的というのは、実際の用法でわかると思います。 

I’m sure that～で、It is certain that～ですよね。 

 

第四章 第二節 Ⅱ feasibility と practicability 

第四章 第二節 

Ⅱ feasibility と practicability 

三章三節Ⅰで少しだけ書いたことの続きです。 

Feasibilityは実現可能性と訳します。 

Practicabilityは実行可能性と訳します。 

 

Feasibilityは Planが実現可能なのか、つまり「Plan をとることができるのか」が問題になります。 

それに対して practicabilityは「Planが実行されるのか、Planがとられるのか」が問題になります。 

つまり、feasibilityはそもそもその Planが現実的にありえるのかが問題になります。 

不可能 Planを排除するものです。 

たとえば 

物理的に不可能なもの 

法解釈的に不可能なもの（憲法違反など） 

財政的に不可能なもの（金があまりにも莫大にかかりすぎる） 

技術的に不可能なもの（クローン技術や、火星まで有人飛行などいまだ実現できていないこと） 

などを排除します。 

 

それに対して practicabilityは本当にそんな Plan採択されるのかどうかが問題になります。 

端的にいえば「国会を通るかどうか」です。 

本来ならば feasibilityの後に practicability も議論されるべきなのですが、実際にこれはディスでは議論されません。Fiat

が暗黙的に存在するからです。 

この部分については三章三節Ⅰ参考に詳しく書いてあるので参照してみてください。 

 

第四章 第二節 Ⅲ effectiveness とworkability 

第四章 第二節 

Ⅲ effectiveness と workability 

三章三節Ⅱで少し書いたことの続きです。 

Workabilityは実行可能性と訳されます。つまり practicabilityとニュアンスがほとんど一緒なのです。よって、この単語を使

うのがふさわしくないことがわかりますね。 

すなおに effectivenessでいいと思います。 

 

第四章 第二節 Ⅳ Solution と process to the advantage 

第四章 第二節 

Ⅳ Solution と process to the advantage 

ディス界では Solution という、Planが本当に ADに至るのかを examineする areaですが、solution とは解決法とか、解

決策という意味です。つまりこの場合はmandateあるいは Planそのものになるのではないでしょうか？ 
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Debateでは solvency といっていて、実はアメリカでもこれなのでこれで正しいような気もするのですが、solvency とは溶解

力とか、支払い能力という意味で、なぜこれが使われているのかよくわからないのですよね。 

 

だからWESAでは Process to the advantage という表現を使っています。Planによって、どのような流れ＝processで

ADが得られるのかを話し合う場所ですからね。 

 

ちなみに私は direction+mandateが Planだと思っています。ちょうどmandateが debateでいうところの Plankに当た

るでしょうか。 
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Ⅴ 刑法と criminal lawについて 

ディス界では Penal code（刑法典）という言葉を用いず、criminal law といいます。おそらく辞書で刑法を調べてそれを引っ

張ってきているのだと思います。 

しかし、アメリカでは刑法のことを criminal law とはいいません。 

法、法律、法典、法令。それぞれ意味がちがうのですが、皆さんがつかっている刑法とは六法に「刑法」という題目でのってい

るものだとおもいます。 

これは、刑法典といい、英語では Penal codeです。 

Codeは法典をさします。 

法典とは、数ある法律のなかでも非常に体系的に大きなものですね。 

実際には六法と呼ばれるものは法典=codeだと考えていいでしょう。 

刑事訴訟法は Code of ciriminal procedureですね。 

ただし憲法は違います。憲法典という言い方はしますが、code という単語を当てません。 

The consutitution ですね。lawや codeや act といった単語を用いないのです。 

 

それにたいして、一般の法律は Act といいます。Law とはいいません。 

ただし、Actの意味は法律というよりも、法令です。法令とは法律＋命令です。 

命令とは政令とかですね。 

Law というのは日本においての伝統的な法律の訳語でした。何とか法という法律を英語に訳す時に、law という単語を「法」に

当てていたのです。 

しかしながら、実際にアメリカでは「何とか法」という時の「法」には、constitutionと codeを除けば actを当てます。さらにいう

なら、特に制定法という意味では statute という単語があります。 

Act とは、個々の法律の「何とか法」の「法」の訳語なのにたいして、statuteは不文法（後述する判例法など、条文の形をとら

ない法）と対応する制定法の包括概念としての用語だと思われます。 

 

 

これは、そもそも法=lawと法律=actないしstatuteというものは意味が違うことから来ていると考えられます。日本の法概念

は基本的に大陸法（ローマ法が大元。フランス法とドイツ法）と、英米法からの輸入なので、うまく訳語を当てられなかったので

はないでしょうか。 

一般に日本において「何とか法」（国会が制定したもの）という場合の「法」は法律のことであって法ではありません。（ただし、

憲法は除く） 

法とはそもそも自然法からくる概念で、社会において自然にというより元々存在する正しいこと、ルールのようなものです。 
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それに対して法律は人間が制定したものです。一般的にいえば議会が制定したものだといえるでしょう。 

 

法は自然界にもともと存在し、それを人間が「見つけ出す」もので、法律は人間が人為的に「作り出す」ものなのです。 

よって概念的には法つまり lawは常に正しいのに対して、人為の存在である法律は悪法の可能性が常にあるということです。

「悪法もまた法なり」という格言がありますが、この場合の法は両方法律のことですね。ややこしいですが、日本は法学後進国

であったので法と法律の違いをうまく理解しないで使ってしまっていたのだと思います。 

 

法が見つけ出すものであるというものをよくあらわしているのが、イギリスにおいての判例法＝common lawです。 

イギリスにおいては成文法つまり議会が制定する法がなく、実際に法創造を行うのは裁判官の仕事です。ただし、裁判官は恣

意的に法を創造するのではなくて、自然界、社会に内在する法を発見し、それを判決として打ち出すのです。この判決を判例と

いい、この判例がそのまま法としての（あるいは法律と同様の）効果をもつので判例法というのです。 

 

 

日本においては、大陸法に準じて判例を法とは考えないので（ただし、法に準じた効果を持ちますが）、そもそも lawという概念

としての用語を用いるべきではないのです。あくまでも statuteの中の一つの法律として actを使うべきであると思います。た

だし法典には code を使いましょう。憲法は constitution です。 

Law という概念に当てはまるのは憲法ぐらいのものでしょうか。伝統的な憲法の考え方は自然法つまり law を具体化したもの

が憲法であると考えるので。ちなみに、この考え方からもわかるように、憲法は法律ではありません。だから constitution で

あって law とか act といった単語がつかないのです。 

 

日本語においては法には lawの意味とは別に、およそ法一般という意味があります。これはつまり、制定法とか判例法とかす

べて合わせたものですね。しかしこのような言い方は紛らわしいのであまり使うべきではないでしょう。 

他にも法の訳語として justice＝正義とか、right＝正義でもあり権利でもあるとかもあるのですが、これらの違いを語りだすと

大変なのでこの辺で。 

 

 

さて、刑法に話はもどりますが、 

広義の刑法とは「犯罪と刑罰を規定する法律」のことです。 

広義の刑法には一般刑法と特別刑法があります。 

一般刑法とは刑法典（penal code）のことです。つまりこれが、皆さんがいう刑法ですね。 

それに対して特別刑法とは刑法典以外で犯罪と刑罰を規定する法律ですね。 

刑罰が乗っていれば大体は広義の刑法とみてまあ間違いないでしょう。 

たとえば、「決闘に関する罪」を規定する法律などです。 

 

そういう意味で一般刑法＋特別刑法（+さらに刑法に関する判例法など）=広義の刑法といういみで、criminal law という言い

方ができないわけではないです。ただしこういうことを考えて使っている人はまずディス界にはいないでしょう。 

ちなみに広義の刑法に刑事訴訟法は入らないですよ。 

 

 

他にもいろいろあるのですが、今回はこのあたりで。いちいち突っ込むとキリがないので。 

 

終章 結びに 
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終章 結びに 

書き終わってみればすごいページ数になりましたね。 

全部読むのは大変だと思うので、まあ、気が向いたらパラパラめくってみてください。 

目次を読んで興味を引かれた箇所だけで結構です。 

ながながとお付き合いいただいて、お疲れ様でした。 

 

 

 

文責 某WESA OB 

 


