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はじめに 

私たちは普段、日常生活において様々な選択を強いられている。一口に選択といっても、そ

の種類はさまざまだ。何を食べるか、何を着るかといったなど、たゆまなく繰り返される選択

から、進路や仕事、身の置き方を決めるということなど、選択する物事は多岐に亘っている。   

しかし、私たちはあまり選択に重きをおいていないのではないだろうか。「たかが食事だか

ら適当に決めていい」などと勝手に判断し、なんとなく目についたものを口にしたり、世の中

の流れや親、権力者に迎合し、自分を飼い殺しにしてまでいい人を演じてみたりするなど、た

だ何となく惰性で生きてはいないだろうか。しかし実際は、どうでもいい選択などない。例え

ばある日、外でハンバーガーを食べると決めたことによって、家の付近で起きた火事に巻き込

まれずに済むかもしれないし、そのハンバーガーに毒が混入していたため、死に至るかもしれ

ない。歴史をさかのぼれば、戦争が始まる瞬間、終わった瞬間に、必ずその選択をした人物が

存在するはずだ。このように、たった一つの些細な選択が、一人の人間や世界全体を大きく変

えるということもありうる。 

選択する権利は、すべての人に与えられたものではない。世界に目を向けると、その日食べ

るものを選ぶことすらできず、見も知らない人と結婚し、奴隷のように扱われている人も存在

する。彼らは、毎日を生きることに必死で、何を選ぶかという段階には到達していないのだ。

幸いながら、私たちにはあらゆることに対して選択を許される環境にいる。だからこそ、この

「選択」という行為について、もう少し深く考えてみてもよいのではないだろうか。 

私たち Eグループは、今回「取捨選択」について研究するなかで、選択することの重要さを

知り、選択方法が人によって違うこと、その方法はいくつかのタイプに分けられることを発見

した。さらに、選択にはその時の天候や時代背景などの外的要因、その日の気分などの内的要

因も影響するということもわかった。また自分の好みであるかなどの見た目や勘、インスピレ

ーションで判断するということもあるということもわかった。 

このように、選択する基準は人それぞれだが、一つ確かに言えることは、以前よりも選択の

幅が拡大しているということだ。昔ならば選択できなかったこと、想像もできなかったような

選択肢が、現代では医療や通信技術、輸送機関の発展などによって可能となった。以前より、

しきたりや固定観念が薄くなり、価値観が多様化した昨今、私たちの選択肢は無限に広がって

いるといっても過言ではない。その結果、あまりの選択肢の多さに、なにを選択したらよいか

わからなくなってしまうことさえある。 

もしかすると、選択をする際、頭の中でもやもやと考えていて、こだわればこだわるほど決

められなくなっていくのは、その選択肢が自分にとって完全ではないからかもしれない。しか

し、完全ではない選択だからこそ、自分が選んだ選択肢を信じ、よい結果を出すために努力す

る余地があるのではないか。また、次のようなことも考えられる。たとえば、完全なる選択が

できたとしたら、そのあとの人生はどうだろう。それ以上選択する必要がなくなることで、人

生の張り合いを失ってしまうのではないだろうか。言い方を替えれば、満足できない、物足り
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ない条件の中で選択を繰り返すことによって、自分の人生をより豊かなものにしていくことが

できるという見方もできるのかもしれない。 

考えた末に決断したとしても、はたしてその結論が正しかったのかと不安に駆られることが

ある人は多いだろう。それが行き過ぎると、選択すること自体、怖くなってしまうかもしれな

い。そんな時、よりよい選択をするための軸があれば、安心して選択することができるように

なるのではないか。そんなことを思いながら、私たちは今回、「取捨選択」というテーマに取

り組んでみた。 

 

１．「取捨選択」という課題を選ぶまでの道のり 

1）各自、関心のあるキーワードを収集 

グループのテーマを決めるにあたり、まず、課題設定にあたっての四大テーマ「東洋哲学と

現代社会」・「アジアダイナミズムと日本」・「現代における実践哲学」・「日本の発信力」の中か

ら、各自が関心のあるキーワードを検討することになった。これは、上記の四大テーマを念頭

に、個人個人が関心のある事柄をともかく挙げていくという作業であった。 

次に、それらを付箋紙に書き出し、模造紙に貼りつけることによって、各キーワードをカテ

ゴライズしてみた。分類の過程で、どういう方法で分けていけばよいかについても討議したが、

最終的にはエネルギーや精神・原発など、共通テーマで分類することにした。この作業の中で、

各自が具体的に、自分が挙げたキーワードに対してどのように認識しているのか、どのように

考えているかなどを発表した。 

 

2）それぞれのテーマから、共通項を発見 

当初、こういった作業を進めるなかで、なにかひとつのキーワードを決めてテーマにしよう

としていたが、実際にやってみたところ、その内容があまりにも多岐に亘っていたため、ひと

つのテーマを決めるのは困難だということになった。そこで、新しい道を模索するために、み

んなで模造紙の全体を眺めながら、思ったことを口々に話しあった。そのなかで、各項目の共

通項として「取捨選択」があるのではないかという結論に至った。 

 

２．「取捨選択」というテーマにどう取り組むか 

1）「取捨選択」に取り組む２つのアプローチ案 

テーマが決まった後、改めて「取捨選択」を意識してみると、私たちは日々、実に多くの「取

捨選択」をしていることがわかった。しかし、「取捨選択」をテーマに研究する方法について

は、なかなかよい案が浮かばなかった。研究対象として「取捨選択」を考える場合、それぞれ

の事例を見ていけばいいのか、あるいは「取捨選択」そのものについて扱えばいいのかについ

ても、意見が分かれた。 

そのとき、メンバーの中から、「取捨選択を行う際、何かしら判断材料になる要因や、共通
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軸があるのではないか。もしそういったものがあるならば、それを見つけ出し、今後の選択に

役立てていけば、より人生を豊かにすることができるのではないか」という意見が出た。それ

はおもしろいということになり、その方向で研究を進め、万能軸や共通軸を見つけてみようと

いうことになった。うまくいけば、今後、グループのメンバーや今回の井上円了哲学塾 1 期生、

そして担当教員などが「取捨選択」を行う際に、より良い選択が見つかりやすくなるかもしれ

ない。 

 このような目標を掲げ、テーマである「取捨選択」を研究するにあたって、異なる 2 つのア

プローチ案が挙がってきた。ひとつは、取捨選択における普遍的な問題点を発見するというア

プローチ案。これを仮に A案と名付けることにする。また、取捨選択時の思考パターンを研究

するという案もあった。これを仮に、B案と名付ける。 

A 案は、取捨選択をする際に常に問題となる要素や、その選択をする際の背景に存在するも

のを発見しようという、いわば取捨選択により深くアプローチする案であった。この案を採用

した場合、ひとつの取捨選択テーマを設定し、その課題に対して各自が個別に自分の選択方法

を調べ、その結果を持ち寄ってまとめるという研究方法を採用しようということになった。そ

のメリットとしては、研究成果を発表するまでの期間が比較的短くてもまとめやすいというこ

とと、期間中にグループ全員が集まって話し合う必要がないということ、この方法であれば何

らかの結論が出やすいだろうということがあった。実際、A案は個人ワークに近いため、何ら

かの結論を出すために適しているアプローチ案であると思われた。 

その一方で、みんなで研究するテーマを決める難しさや、そのテーマをどこまで各自が深く

研究するかによって生まれる「差」の問題、また、グループ全体で取り組めないため、結論に

ばらつきがでるのではないかという恐れがあった。たとえば「原発」をテーマにした場合、原

発の稼働について、原発の輸出について、原発は人類にとって有害か、日本は原発をなくすべ

きかなど、様々な方向に拡散する恐れがある。これらのテーマにはひとつひとつ、それぞれに

考えるべき問題点や背景があり、グループ全体でひとつの内容にまとめあげるのが非常に難し

い。 

一方、B案の場合、取捨選択のシーンを収集し、その事例をグループ分けやマッピングをし

ながら分析するという作業が発生する。つまり B案は、グループワークを基本とするため、個

人ワークという手法は使えない。実際にメンバーが集まって、事例を見ながら話し合う必要が

ある。A案に比べると、かなり時間と手間がかかりそうに思えた。また、どんな結論が導き出

されるかが全く想像できないことから、最終的に明確な研究結果が出ないのではないかという

恐れもあった。 

 

2）討議の結果、B案を選択 

 この A案と B案のどちらで「取捨選択」というテーマに取り組めばよいかという討議には、

グループとして実に多くの時間を費やした。その結果、B案を選択した。その理由のひとつは、
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今回の井上円了哲学塾が学生と社会人で構成されていることにある。私たちのグループは、社

会人 2 名、学生 5 名という構成になっていた。日頃、このような集団で活動することはあまり

ない。「取捨選択」は難しいテーマであるからこそ、今回のように、多様な人の集合であるグ

ループを活かした研究をするべきではないかというのが、その理由だった。もちろん、個人ワ

ークにしっかり取り組み、何か結論を得ることも重要ではある。しかし私たちは、グループワ

ークであるというメリットをしっかりと活かし、結論を得ることが難しいことに挑戦すること

のほうが、井上円了哲学塾として取り組む意義を十分に活かすことができると考えたのだ。ま

た、B案のほうがより「哲学をする」ということに近いと感じたことも、この案を選択した大

きな理由の一つだった。 

 

３．「取捨選択」に取り組む意義、および 3 つの仮説について 

1）「取捨選択」に取り組む意義について 

 実際に取捨選択研究を始める前に、この研究が目指す終着点について考えてみた。取捨選択

を研究することによって、私たちはどんなメリットが得られるのだろうか。そこで、取捨選択

というテーマで書かれている本を調べてみることにした。 

 

① シーナ・アイエンガー、『選択の科学』、文藝春秋、2010年 

本書のなかに、1965 年、コーネル大学のマーティン・セリグマンが行った興味深い実験の

話がある。研究チームは二頭の雑種犬を白い箱にいれて、全身を固定し、無害だが不快な電気

ショックを周期的に与えた。その片方は、両脇にあるパネルのどちらかを鼻で押せば、そのシ

ョックが止められるようにした。もう片方は、なにをやってもショックが止まらないようにし

た。つまり片方の犬だけ、痛みを自分でコントロールできることを経験したのだ。 

 そのあと、両方の犬をひとつの部屋に入れた。そこには黒い箱が二つあり、それぞれの箱は

低い仕切りで分けられていた。二頭の犬は同じ箱に入れられたが、その箱には周期的に電流が

流されていた。低い仕切りで仕切られているもうひとつの箱には、電流が流されていなかった。

前の実験で痛みがコントロールできることを学んだ犬は、すぐに仕切りを飛び越えて向こうの

箱に移り、ことなきを得た。しかし、コントロールできないことを経験した犬は、ただじっと

横たわって苦しみ続けた。もう一頭の犬が飛び越えて平和を得たのをみても、その真似をしよ

うとはしなかった。 

この実験結果は、「選択をするには、まず私たち自身が“自分の力で状況を変えられる”という

ことを認識しなければならない」ということを示している。つまり、実際に状況をコントロー

ルできるかどうかということよりも、「自分は状況をコントロールできるのだ」という認識の

ほうが重要だということになる。 

今回、私たちは取捨選択についての研究を行うことによって、いかに自分自身の人生がコン

トロール可能かということを知り、それによって運命や偶然を受け入れて生きていく以上に、
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「自らの生き方を選ぶ」ということを学んでいけるのかもしれない（それはまるで、先の実験

で電流をコントロールできることを経験した雑種犬のように）。 

 

② 羽生善治、『直感力』、PHP新書、2012 年 

本書 p28 には、こんな一節がある。 

「私たちはどうしても、目に見えるものに意識をもっていかれてしまう。目に見える原因、目

に見える根拠、目に見える成果。そして、私たちはともするとそれらにふりまわされ、自分の

選ぶべき行動、進むべき道がわからなくなってしまう。 

 しかし、どんなデータを駆使しても、そのデータはいまじぶんが向かっている局面のもので

はない。そこに気づきさえすれば、何かの判断をする、決断をするときに、目の前に広がる現

象に囚われ、目に見えるものだけを判断材料として、その選択にのみはまり込んでしまうこと

なく、自分自身の中に蓄積されたものに目を向けることもできるのではないだろうか。 

それまでの知識や経験などをもとに、自分自身の中に蓄積されたもの。将棋の実戦では、それ

らを集約し自分で計りながら、指す。意識的にそうすることもあれば、無意識のうちに湧き上

がるものにしたがっていることもある」 

羽生氏は、言わずと知れた天才棋士だ。将棋は、常に取捨選択を行っていくゲームであり、

その頂点に立つ羽生氏は、まさに取捨選択のプロ中のプロ。その彼が最も頼りとする「直感力」

も、これまでの知識や経験をもとに、育ててきたものだという。私たちも、この研究を通じて

「取捨選択」の本質に迫ることができれば、羽生棋士のように、人生というゲームの中で、自

らが望んだ結果を出せるようになれるかもしれない。 

 

2）3 つの仮説について 

次に、この研究を通じて取捨選択の何を見出すことができるのか、想定される仮説について

考えてみることにした。グループの話し合いの中で出てきたのは、以下の３つの仮説だった。 

 

①取捨選択に失敗する原因には、共通の問題点があるのではないか→たとえば、手洗いやうが

いを怠る人は、風邪やインフルエンザなどになりやすいというように、うまく選択できない課

題についても、なんらかの共通する問題点があるのではないか。それが何なのかが分かれば、

その点を避けることでよい選択ができるようになるのではないか。 

 

②あらゆる取捨選択には、万能軸が存在するのではないか→1 の仮説とは表裏一体のものかも

しれないが、あらゆる選択には、これさえあれば正しい選択が可能になるというような、共通

解（万能軸）があるのではないか。それが見つかれば、取捨選択に迷うことなく、常に正しい

選択ができるかもしれない。 
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上記 2 つの仮説は、正直「見つかればいいな」という希望的仮説だった。また、その方法に

ついても、話し合いを進めていく間に見つかりそうな気もしていた。ただ、もっとも懸念して

いたのは「時間が足りない」ということ。この研究の全ロードマップの中で、どこまで諦めず

にこのテーマに挑戦し続けるか、あるいはどの時点で諦めて別のテーマに切り替えるかという

ことは、メンバー全員が判断できず、不安に感じている部分でもあった。 

 こうした中で浮かび上がったのが、「もしこの 2 つについて結論が見つからなかったとして

も、研究結果として、これならなんらかの結論が出せるかもしれない」という気持ちから生ま

れた 3 つ目の仮説だ。 

 

③取捨選択事例を集めると、なんらかのパターンが見えてくるのではないか→取捨選択事例を

集めて、マッピングしながら分析すれば、そこになんらかのパターンが見えてくるかもしれな

い。 

 

この仮説は、もしかすると上記2つの仮説を検証するための情報にもなりうるかもしれない。

いずれにせよ、この 3 つの仮説について調べるために、多くの取捨選択サンプルが必要だと言

うことになった。 

 

４．「取捨選択」事例を収集する手法について 

次に、「取捨選択」の」事例を収集する手法について考えてみた。私達のグループでは、NHK

教育で放送された『コロンビア白熱教室』の第１回である、「あなたの人生を決めるのは偶然？

選択？」の授業で、アイエンガー氏が言った次の言葉を取捨選択のヒントとした。 

『大切なのは、今そこにある選択肢に集中し、それが何か判断すること、それらを正しく評

価すれば、何を選ぶべきかおのずと答えが出てくる。だから、選択日記をつけよう。そして、

後で選択日記を振り返ると、上手くいった時の共通した特徴、上手くいかなかった時の共通し

た特徴が見えてくる』。 

 そこで、私達は実際選択日記をつけてみることになった。次に挙げるのは、実際にメンバー

が記録した選択日記の実例である。 

 

・市原：次の日にテストがあるにもかかわらず、学園祭に行ったという選択。バイトを増やす

か増やさないかという選択。インターンに受かったが、行くか行かないかという選択。耳鼻科

に行くか行かないかという選択。バイトの仕事をどうやって効率的にするかという選択など。 

・佐藤：何を食べようかという選択。飲み会での服選びをどうしようかという選択。居酒屋で

食べるものを友達にすべて決めてもらうという選択。選択日記を書かないという選択。時間が

あったら何かをやるという選択。マクドナルドに行くという選択など。 

・廣畑：普段使っていないものを使ってみるという選択。ボランティア活動をやってみたとい
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う選択。音楽系の習い事の体験レッスンに行ってみたという選択。パソコンが壊れたが、直す

か直さないかという選択。年末年始働けるバイトを探すという選択。図書カードで本を買うと

いう選択。欲しい本を買いたいため、予約の列に選ぶという選択。後期は夜に授業が多いため、

朝にバイトを入れることにしたという選択。体験レッスンが時間の無駄で解消するため、走っ

てカラオケに行ったという選択など。 

・村田：大学祭に行くか行かないかという選択。マンションが１１階でプライバシーが見える

として、役所に訴える準備をしたという選択。山口で大きい災害があったため、お見舞いを役

所に持っていくかどうかという選択。３者面談をするかしないかという選択。甫水の会の年賀

状の文案を決める作業をどうやってやるかという選択など。 

・辻元：どのようなペンを買うかという選択。授業に出るか出ないかという選択。ジムに行く

べきかどうかという選択など。 

・福島：ＷＯＷＯＷの無料映画を見るかどうかという選択。上着を着るかどうかという選択。

昼食を何にするかという選択。ゼミ見学に行くか行かないかという選択。自由時間を取るかど

うかという選択。英会話の授業で発言するかしないかという選択など。 

・五十嵐：上司から「明日から来なくていい」と言われたときの選択。家を購入する際、どの

場所にするかという選択。義母が心臓の手術で人工弁を入れる際、「機械弁」にするか「生体

弁」にするかという選択、ブログに書く内容をどうするかという選択、親との同居についてど

うするかという選択、など。 

 

 また、選択日記とは別に、思いつくたびに選択シーンを記録できるように、Twitter を活用

してみることにした。この中で記録された選択シーンは、次の通りだ。 

 

和歌山みかんと三ケ日みかんのどちらかにするかという選択。今日の朝ご飯をご飯にするか

パンにするかという選択。午後は仕事をやめて出かけるか、それとも仕事を続けるべきかとい

う選択。買うべきはｉＰａｄ ｍｉｎｉか、ｉＰａｄ Ａｉｒかという選択。今日の昼ご飯を、

カレーうどんにするか肉うどんにするかという選択。犬のご飯は、ドライフードにすべきか、

レトルトパックにすべきか、という選択。卒論のテーマを今のままで体裁を整えて提出するか、

納得できるものに大幅に書き換えるかという選択。聞きたい音楽を選ぶときに、気持ちを静め

る曲か、元気になれる曲かという選択。こちらの意見を通すべきか、クライアントの要望を飲

むべきかという選択。事務所のレイアウト、実用重視か見た目重視かという選択。学校で勉強

するか、家で勉強するかという選択。ｉＰｈｏｎｅの設定で、バイブレーション・音・通知を

オンにするかしないかという選択。寝ないで課題を片付けるか、明日早起きして片付けるかと

いう選択。洗濯物を１回にするか、２回に分けるかという選択。傘を持っていくか、行かない

かという選択。「こころ」を読了して、先生の奥さんに、ことの次第をお伝えするか、しない

か、また私が彼だったらどうするかという選択。取材のカメラマンをＫさんに依頼するか、Ｔ
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さんに依頼するかという選択。外食か、カップヌードルかという選択。ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉ

ｒを、１１インチか１３インチにするかという選択。スピード重視か、クオリティ重視かとい

う選択。学校の掲示板を見るか見ないかという選択。学校に行くときに電車に間に合いそうに

ないため、駅まで走るか走らないかという選択。幸か、Ｆｕｅｌｂａｎｄ ＳＥを買うか買わ

ないかという選択。 

 

 こうしてみると、世の中は選択で満ちているといっても過言ではないことが分かった。 

 

５．収集した選択事例の分析・分類 

 次に、選択日記・Twitter で収集した数々の選択事例を分析・分類することになった。ここ

で改めて、私たちの研究目的について明確にしておきたい。この研究によって知りたいことは、

仮説で立てた「選択への万能軸」「選択に際しての共通の問題」を検証すること、または、「何

らかのヒントを少しでも見つけたい」ということだ。この目的を達成するためには、これら選

択例をどのように分析・分類をしていけばよいのだろうか。 

はじめに、メンバーによって幾つかの分類方法（選択肢の数、質、切迫感など）があげられ

た。しかし、なかなか効果的な手法が見つからなかった。選択事例を分析するといっても、そ

のやり方は無数にある。私たちはどこから手をつければ良いのか考えあぐねた。そこで、「そ

もそも選択するという行為であるなら、選択できるもの／できないものによって分けてみては

どうか。」という意見があがる。私たちはその基準で検討することにした。 

 

1）〔選択できるもの／できないもの〕（分類１） 

①選択できないもの 

 まず、選択できないものとしてあがったのは、「自分の出生」、「出生の時代・地域・環境」、

そして「既に行った選択」などであった。これら選択できないものの特徴を考えてみたところ、

これらは”過去のこと”、”もう変えられないこと”、という特徴があがった。 

②選択できるもの 

 それに対して、選択できることとしてあげられたのは、「結婚」「就職」「転職」など、つま

りこれから起こりうる”未来のこと”、という特徴であった。 

 

以上、〔選択できる／できない〕という分類から、”過去”（選択できないもの）と”未来”（選

択できること）というキーワードが見えてきた。ここから、「取捨選択は現在から未来にたい

して行われる行為である」「選択できるものへの対応次第で人生は変えられるのでは？」「ライ

フデザインをしてその選択をして行けば良い？」という意見が出てきた。この時点で、私たち

は「選択次第で人生をより良く生きることができる」可能性を見出し、少しワクワクしてきた。

しかし、そのためにはどのような選択をおこなえば良いのか。そして、そのための万能軸はあ
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るのか。 

私たちは、次の検証で、人生においてキーポイントになるもの、「人生の重要な選択」とい

うものを、さまざまな選択事例から分析・分類することにした。 

 

2)人生で「重要な選択」とは？（分類２） 

さて、改めて「重要な選択」をあらゆる選択事例から分析・分類していこうと思うのだが、

どのような手法が良いのだろうか。ここでも幾つかの手法が模索されるが、まず「重要な選択」

の基準のキーワードとして、重要性、緊急性・切迫性、興味・関心度、深刻度などが挙がって

いた。そこで私たちが採用してみたのが、二つの軸（縦軸、横軸）を使ったマトリックスによ

る分類である。 

 縦軸を深刻性、横軸を緊急性の軸とし、「政治」「食」「使用するペン」などのテーマに沿っ

て、各メンバーでマトリックス内にマッピングしてみた。その結果、各テーマに対するメンバ

ーの重要性はバラバラにあることが分かった。さらに、「一つのテーマでも状況によって重要

性は違ってくることもあるのでは？」という意見があった。例えば、「食」一つとっても、と

ても空腹であればその選択は重要性が高いだろうし、そうでなければさほど重要とはならない

かもしれない。このことは、たとえば選挙（政治）に対する各個人の重要性の見解にも現れる。

個人差はあるものの、選挙というテーマをあげるなら、選挙当日では重要性（深刻性、緊急性）

が増すだろうし、そうでなければさほど選挙への重要性を感じることはないのでは、という意

見だ。 

 以上、マトリックスによる重要性診断では、ある事柄とその状況に絞ってみればそれに対す

る私たちの重要性を測ることが可能であるが、「人生にとって重要な選択」を分類するという

観点では、各個人であるテーマ（事柄）に対する重要性が異なるだけではなく、その時の各個

人の状況によってその重要性は異なっていくので、ある基準により単一的に重要な選択を測る

ことは困難であると考えた。つまり、選択の重要性は、「人」「状況」「対象の人・物・事」な

どにより多種・多様に存在するということである。 

私たちは、より良い人生のために、重要な選択を分類しようと試み、そこに万能軸となる何

らかの共通性を見出したいと考えたが、結果として見えてきたのは多種・多様な軸であった。

このことから、「人生で重要な選択」「そのための万能軸」を一つの基準（尺度）から測ること

はできないと考えた。 

 

3)発想を変ええてみる（外から内へ） 

これまでの分類では、あらゆる選択事例に対してある基準で分類すれば、共通の何かが見え

るのではと考えたが、事例の数・判断基準によりその結果はバラバラになる。何故このような

結果が生まれたのであろうか。外的な「各選択」と内的な「基準・軸」という側面に対してど

ちらかに焦点を絞らなかったため、無数の結果がでたのではないかと思われる。 
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 そこで次の段階では、内的な軸、つまり各個人が選択にあたってどのように決定をしていく

のか、その選択軸とパターンについて検証していこうと思う。 

 

６．「取捨選択」分析から見えてきた様々な思考パターン 

1) 同じテーマを設定して自身の思考パターンを分析 

 私達は「取捨選択」を分析するにあたって、「ひとりで外食するときにどう選択するか」と

「哲学塾の最初の親睦会のときのように、知らない人が多い集まりのなかで、どんな人と話を

するか」という、二つの選択シーンを設定し、分析することにした。なぜこのようなシーンを

設定したかというと、その方が分析結果から得られたさまざまなパターンをお互いにシェアし、

研究が終わった後もより実践的な取り組みとして発展させることができると考えたからであ

る。そのことは、あるいは研究そのものの可能性を広げ得るものであるかもしれない。 

 また、はじめは本研究の「取捨選択」というテーマがそれぞれの興味関心の最大公約数であ

ったという出発点から、各個人の興味関心に絞ったさまざまな取捨選択の事例を集めて、最終

的にグラウンデッド・セオリー・アプローチ等によって類型化しようと試みたのだが、あまり

にも選択が多岐に亘っていて、類型化することができなかったという理由もある。 

 

2) 各自が描いた自身の思考パターン 

 次に、実際にメンバーが発表した各自の思考パターンの実例を挙げてみる。リストのあとに

掲載されている図は、各メンバーが実際に描いた絵をもとに作成したものだ。 

 

① 「ひとりで外食するときにどう選択するか」というケースについて 

・佐藤：「値段→雰囲気→ボリューム」（フィルター式） 

・福島：「好み→体調→カロリー→早さ→価格」（フィルター式） 

・廣畑：「食べたいもの→店の外観→店員→味→価格（通常の場合）」、「食べたいもの→価格→

量→味→店の外観（余裕のない場合）」（フィルター式） 

・五十嵐：「味→雰囲気→価格（時間がある場合）」、「早さ→味→価格（時間がない場合）」（フ

ィルター式） 

・辻元：「普段：価格→味→量（通常）」（フィルター式）、「雰囲気と味と価格と量のバランス

（余裕のある場合）」（チャート式） 

・市原：「カロリーと量と価格のバランス」（チャート式） 

・村田：「雰囲気・味→価格・メニューの多さ」（フィルター式） 
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②「知らない人か多い集まりのなかで、どのような人を選んで話をするか」というケース 

・福島：「一人でいるかどうか→明るいかどうか→話しやすいかどうか→やさしいかどうか」（フ

ィルター式） 

・廣畑：「一人でいる人→話し掛けて欲しそうな人→親しみやすそうな人→話しやすそうな人

（第一印象）」「話が一方的でない人→話に偏見がない人→話が面白い人→意見に個性を感じる

人→一緒にいたいと思える人（友達になりたい）」（フィルター式） 

・市原：「喋る人かと役立つかと物事に対する姿勢と考え方（価値観）と一緒にいて嫌じゃな

いかのバランス」（チャート式） 

・佐藤と辻元：「オーラ・雰囲気（親近感と相違感）の直感」（ピンポイント式） 

・五十嵐：「刺激的か親しみやすいかの二軸で、それぞれ見ていたい（刺激的かつ親しみにく

い）、話したい（刺激的かつ親しみやすい）、スルー（刺激的でないかつ親しみにくい）、話し

てみてもいい（刺激的でないかつ親しみやすい）が決定」（マトリックス式） 

・村田：「価値観の共有、親近感・第一印象→仕事・趣味、家庭的か」（フィルター式） 
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以上の取り組みから分かったことは、二つある。 

 第一に「食事や人付き合いのようなシンプルなケースにおいても多様性が見られた」という

こと。今回、7 人それぞれ殆どのケースにおいて、選択基準の相違が見られた。これにより、

自分自身の選択基準を見直すことで自分自身の思考のパターンに気づくことができただけで

なく、他人の選択基準から新たなものの考え方を学ぶことができた。私達は、このような結果

から、他人の選択基準を一度取り入れてみることで、今までとは違った人生を歩む可能性が開

かれるのではないかと考えた。 

 第二に「今回のケースにおいて、判断のパターンはフィルター式（順を追って選択してい

く）・レーダーチャート式（それぞれの選択肢のバランスの総合点で選択が決定する）・マトリ

ックス式（予め軸が定められており、選択される行動が四つに分類され、それぞれの状況に当

てはまるもので選択が決定する）の三パターンに分けられた」ということ。また、例外として”

直感”という、どうしても行動パターンを表現することができないものもあった。 

 この結果から、全ての選択は、ある程度直感で決まるが、それをイメージとして描き起こし

てみると、フィルター式・レーダーチャート式・マトリック式の三つに分類されたと言うこと

もできる。もうひとつの”直感”を、さらに図やパターンで表すことができれば、より研究に

深みが出てくるはずだ。 

 今回の分析によって明らかになったことは、以上である。これからの展望としては、「選択

のケースを少しずつ広げて分析してみる」こと、「選択の基準をより詳細にマッピングできる

ようにフォーマットを考えなおす」こと、「他人の選択基準をもとにして一度行動してみる」

ことなどが挙げられる。このようにして、「取捨選択」についてより明確に表現し、共有し、

互いに分析しあうことで、より良い人生を拓くことができるだろうと私達は考えている。 

 

７．「取捨選択」についての結論と提言 

1) Eグループの歩みについて 

E グループは、「取捨選択」をグループワークでのテーマとした。実際に取り組んでみてわ

かったことは、これまで「取捨選択」を意識していなかったが、人生において「取捨選択」を

余儀なくされる場面は多いということ。グループワークのテーマとして取り組み、各メンバー

が各々「取捨選択」について考えてみた結果、これが非常に難しいテーマであることを痛感し

た。 

9 月にテーマを決定し、10 月から本格的にこのテーマに取り組んできたが、土曜日の 6 限だ

けではとても時間が足りず、メンバー同士のスケジュールを調整し、ウィークディにも自主的

に集まって、取捨選択について討議した。しかし、それでも時間は足りなかった。現状のまま

では「取捨選択」についてなんらかの結論と提言を導き出すことは困難と思った Eグループは、

まず「仮説」を立て、さまざまな事例を研究および分析していくことで仮説について検討し、

なんらかの終着点を見つけようということを決めた。そこで、以下の３つの仮説を立ててみた。 
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① 取捨選択に失敗する原因には、共通の問題点があるのではないか 

② あらゆる取捨選択には、万能軸が存在するのではないか 

③ 取捨選択事例を集めると、なんらかのパターンが見えてくるのではないか 

 

2) グループ研究の結果、導き出された結論とは 

この仮説についての詳細は「3：取捨選択に取り組む意義、および 3 つの仮説について」で

述べているので、ここでは割愛する。この仮説に従って、さまざまな事例を分析・研究し、結

論としては予測通り、1 と 2 については結論を出すことができなかった。しかし、3 について

はいくつか分かったことがあった。それが、「6：取捨選択分析から見えてきたさまざまな思考

パターン」に書かれているパターン、つまり「チャート式」、「マトリックス式」、「フィルター

式」という 3 つのパターンである。 

とはいえ、この3つのパターンがすべての取捨選択に当てはまるのかどうかは、わからない。

現に、話し合ったなかで「直感でピンときて選ぶケースがある」という話が出てきたが、これ

はこの 3 つのパターンに当てはまらないばかりか、取捨選択であるかどうかさえわからない。

つまり、今回 3 つのパターンを見つけ出したとはいえ、これをもってすべての取捨選択ケース

をさばけるかというと、とてもそうは思えない。 

このように、明確な結論が出たわけではないが、今回のグループワークにおいて分かったこ

とは、以下の２点になる。 

 

① 取捨選択時に、ある程度の情報や経験は必要。しかし、それだけではない。 

人は誰でも、取捨選択という課題に直面した時には、ベストの結果を出したいと願う。しか

し、ある程度その課題についての知識があり、その上で経験を積んでいくことで、その課題に

対する理解は深まる。理解が深まれば、よりよい選択ができる可能性は高まる。 

しかし一方で、羽生棋士が著書で語っているように、知識や情報が取捨選択の助けになると

は限らず、時には固定観念にとらわれてしまった結果、迷いを生み出すこともある。 

 

② 取捨選択を意識するだけで、よりよい選択ができるようになる 

「取捨選択は、人生を作る。つまり、人生をデザインするためには、積極的な取捨選択が必

要。自分の未来のビジョンがはっきりすれば、それに基づいて取捨選択できるようになるので

はないか」。 

 これは、討議を続ける中、佐藤リーダーが黒板にライフデザインのイラストを描きながらつ

ぶやいた言葉だ。佐藤リーダーは、「選択日記を記録する中で、改めて自分が過ごす一日を目

の当たりにし、愕然とした」という。選択日記を書くこと、つまり取捨選択を意識することに

よって、自分自身の姿が客観視できるようになり、その姿に驚いたとのこと。「逆に言えば、
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どう生きたいかというビジョンをはっきりさせることによって、よりよい選択ができるように

なるのではないか」と気づいたとのことだ。 

グループ発表の後、竹村学長からもこのような言葉があった。「取捨選択をする際、なぜ自

分がその選択を行ったのか、そのことを深堀りしていくなかで、きっと自分の価値観に気づい

ていくはず。価値観が明確になれば、その中にビジョンも見えてくるだろう。これこそ、《哲

学》そのものである」。 

 

3) グループワークの取り組み方について 

最後に、テーマからは少し離れるが、グループワークそのものについて述べておきたい。繰

り返しになるが、この限られた短い時間の中で、グループ全体でグループワークに取り組むこ

とには少し無理があったように思う。あまりにも時間がないため、当初は「同じテーマを持ち

帰って個人研究を行い、その結果を持ち寄ってまとめるという方法のほうが安全なのでは」と

いう意見があった。確かにその通りだとは思う反面、せっかくグループワークの機会が与えら

れたのだから、グループ全体で取り組むことにこだわりたいという気持ちもあった。 

正直言って、楽な作業ではなかった。お互いの意見をぶつけ合うには、掲示板やメールでは

物足りない。直接会って、とことん話し合う必要があった。途中、何度も迷走した。「こうい

う方法でやってみよう」と決めては止め、何度も方向を転換し、ときには無駄だと思うことも

あった。しかし、その討議のなかで、本筋とは少し離れた意見や感想、ひらめきなどが生まれ

たことも事実。それらの情報があったからこそ、グループ発表のときに受けた質問にも、すぐ

に適切な答えが用意できたのだと思う。 

グループ発表が終わったとき、「これこそがグループワークの醍醐味だった」と改めて実感

できた。今回、哲学塾に参加し、このような企画に携われたことは、私たち Eグループのメン

バーにとって、とても意義深いことだったと感じている。しかし、できればもう少し時間があ

ると、さらにありがたかった。このテーマで満足な発表をするには、最低でもあと半年、でき

れば、あと一年は欲しかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


