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はじめに・・・・ 

①本レクチャーの目的 

 本レクチャーを通してみなさんに伝えたいことは、ASQへの“理解”である。 

この本を手にとっている人の中で一体どれだけの人が ASQへの“理解”を完璧に自分のものにしているであろうか？

この理解度があれば、ASQで終わるディスカッションなんて通常有り得なく、また ASQについての理解度が定着して

いれば、PLAN 後もディスカッションが楽しめない・誰も Solution Cut・DAの Idea を持っていなく、そのままディ

スカッションが停滞していってしまうなんてこと絶対にないと筆者の私見だが思っている。 

であるので、筆者は今回、ディスカッションが楽しめない１つの原因として、ASQでの“理解度”が足りないと考

え、このレクチャーではそれを少しでも多くの人に ASQ について伝え、少しでも多くの人にディスカッションの楽

しさを味わっていただければと思う。 

 

はい、それではたまにはフランクにいきます（笑） 

対象者について軽く触れさせていただきます♪対象者は全ての人ですｗ まだディスを始めたばっかの人はもち

ろん、もう ASQなんて楽勝だぜ、なんて思っている人も油断しちゃダメだよー。 

まっでも他にも優良なレクチャーがいっぱいあるので、自分に足りないものをきっちり明確に見極めて、自分に一

番合ったレクチャーに各々が向かってもらえれば幸いです^^ 

 

②ASQ って？（Problem Solvency Format からもう一度考えてみよう） 

ASQ とは？－当然現状分析ですね。じゃあ何を分析するのか？ 

 答えはすごくシンプルです。TG が Harm を抱えていることを分析する、です。 

RSN：Problem Solvency というフォーマットでは、何か現状にある害を特定して、その害をなくすことにより、現

状をよくしようという考えに乗っ取っています。害の特定＝TG が Harm を抱えていることを特定。以上☆ 

 ※また、ここでは ASQ でどこまで話すべきということについては割愛させていただきます。 

要は、少なくとも TG を明確化することが Have to な内容というわけです。 

 

でも ASQ って実際にディスをする際に色々と困ることがあると思います。わかりにくい言葉を One by One で☆ 

A. Definition                      B. Fact 

  

よく Opinion Presenter の Definition は！？？？という言葉が ASQ で

は出てきますよね。 

もう、うんざりするぐらいいっぱい出てきますよねー（笑） 

じゃあこれ TG が Harm を抱えていることを分析する、っていう ASQ

のやるべきこととどんな関係があるのか？？ 

答え：TG を Narrow（明確化）するために、言葉の定義をしているん

です。Definition は全て TG の Narrow に関わっているんです！！ 

Definition は Focusing って理解した方がわかりやすいかも♪ 

って 

Fact っていうのは ASQ にある事実です。Fact を話すっていうのは

つまり、事実確認ですね。 

では Definition と Fact の関係性について☆通常のディスではASQ

は TG を明確化させることが Task とされることが多いので、

Definition を聞く。気にしない（Don’t care）。じゃあ TG の Narrow

には関わらないね。関わらないところに関しては事実確認する必要

ないよね。次行こうかってなっちゃうこともしばしばです。特に関

西のディスカッサントに多いのかな。理解出来たでしょうか？？ 

コメント [HY1]: ASQ での理解はプランサ

イドに応用出来るものばかりであるので

（コンパリソンは例外）、少なくとも DA 

Area までは ASQ を理解していれば、その

理解を応用出来る。対の関係にある 6 

Sentence・Solution Area における Step 

Sentence は C-P-H の対であり Linkage も

同様である。DA というのは Mandate を

Cause に持ってきた ASQ の様なもので、

Stream・Impact（Seriousness と一緒）・

Uniqueness（ASQ にはなく Plan 後にある

という固有性）を証明するだけである。 

コメント [HY2]: ASQ では、本来的な意味

で、何をどこまで確認すればいいのであろ

うか。これはディスカッションの各々の目

指している Goal に直結する話であるとも

考えられる。例えば、全ての Factor を考慮

した上で Better or Worse のコンクルを取

るのであれば、ASQ では Better or Worse

に関わる全てのものを確認しなければなら

ず、しかし１つの TG に着目し、それに関

してコンクルを得ようとするのであればそ

の限りではない。 



以下では、①を前提として Topic における ASQ を構造化させていく。 

 

③ASQ の構造化 

[Problem Area～Harm Area] 

Harm を抱えている TG を明確化させる。ここでは便宜上 Harm＝Impact と仮定する。 

ではそのマイナスの Impact を生み出すものは何か。 

答えは、Problem である。Problem に内包させているある事象が Impact を生み出している、というわけである。 

では、ここで先程の①で触れた Definition の話を援用してみよう。 

例えば Corporal Punishment のトピックでなぜ C/P の Definition をする必要があるのか。 

答えは先程述べた通り、Definition of Corporal punishment によって、Harm を被っている人が TG だからである。

つまり、Corporal Punishment という言葉を定義することによって実は TG を定義（Narrow）しているというわけ

ですね。 

 

 

  SQ にある ALL C/P 

 

 

                         TG 

 

 

 

<Problem Area>                    <Harm Area> 

 
[Cause Area～Problem Area] 

Cause Area では現状の問題の特定後、それをどのように解決していくのか、という方法を模索していく Area にな

っています。その方法論として Cause Area で話されるのが、問題が発生する原因となっているものを分析すると

いう作業です。当然、Definition として話される内容は、くどいようですが、TG の特定（Narrow）に関わってき

ます。 

では、ざっくり入っていきましょう。なぜ Problem（Harm）を生み出す事象が起こるのか、その原因は何なのか？

この問いに対する答えを確認するのが Cause Area です。 

もう少し分かり易く説明するために上の具体例を援用しましょう。 

Problem Area で定義した●C/P がなぜ生まれるのか？ 

その原因を探っていこうというものです。根本にあるものを探っていきましょ～。 

 

しかし、ここで１つ注意しなければならない問題・事象があります。Cause に設定されるべきものは、本来的な意

味でいうと１つしかないということです。 

それは、J/G に帰責性を求めるというものです。よく例に出る Cause Sentence に必ず J/G やら Law のことが出て

くるのはそのためです。 

では例にそり、Cause と Problem に関して、構造化を行っています。本当にくどいようですが、これらは全て TG

を明確化する、という作業に関わっています。 

 

 

＜Cause Area> 

コメント [HY3]: Corporal Punishment と

いうお馴染みの例を用いると、C/P という

Problem が Harm という Impact を生み出

しているということである。 

コメント [HY4]: 大きい○を日本に存在す

る C/P であるとし、●を定義した C/P であ

るとするなら、●C/P によって Harm を受

けている人が TG（救おうとしている人）

とすることが出来る。つまり●の定義によ

り、TG まで定義出来ているわけである。 

コメント [HY5]: ここの勘違いがある人が

意外と多い。この問いは、なぜ C/P が起こ

るのか？ではなく、なぜ●C/P が起こるの

か？ということを問うているものである。

Cause Area では●C/P が生まれる原因を

究明するのが、本来の姿である。 

コメント [HY6]: なぜ、J/G に帰責性を求め

るのか。考えるべき点は２つほど存在する 

①Mandate において問題を解決する主体

（Law を使って C/P を消す主体）は必ず

J/G だから。 

②PDD というディスカッションにおいて、

テーブルメンバーはOne of the member of 

J/G であり、自分達(J/G)の行動の変化によ

り、解決する、というプロセスを経ると問

題を解決するための方法を規定するCause 

Area では自分たち（J/G）に帰責性を求め

ることになる。 



 

         J/G      →J/G doesn’t set up clear law concerning prohibition of C/P. 

 

            ←だから Teacher が C/P を行う（Problem Happen） 

 

＜Problem Area> 

 

      Teacher 
 

 

 

 

そーすると、例えばですね、Teacher が C/P をやっている RSN に Unclear Law っていうものがなっていなかった

ら、それはこの Stream からはずれる、つまり Teacher を Narrow、TG まで Narrow されているわけです。 

おわかりでしょうか。この様に様々なことが話される ASQ ですが、Problem・Harm ならともかく、Cause での話

っていうのが、TG の明確化（Narrow）に関わっているというのは少しみなさんにとって驚きでしょうか？ 

最後に、この章から学び取ってもらいたいポイント及び構造化の再確認をしてから、次の章に移っていきたいと思

います。 

A. ASQ の構造理解により、Definition という言葉が本来持つ性質を理解し、それを基にテーブルでの議

論を構築する（Handling につなげる） 

B. 構造化させた上で、TG に起因→話す Necessity を生む→Strategy を張るという一連の流れを会得す

ることが出来る。 

 

 

構造化のおさらい 

＜Cause Area> 

 

    J/G      →J/G doesn’t set up clear law concerning prohibition of C/P. 

 

 
    ←Why？ 

          ＜Problem Area＞ 

Teacher                               Student 
 

 

 

 

                               ←So What？ 

 

                          Suffer Mentally!!!!!      ＜Harm Area> 

④ASQ における Handling 

Give Corporal/P!!!!!! 

Give Corporal/P!!!!!! 

コメント [HY7]: 難しい概念。なぜなら、

TGの Narrowっていう部分から大分 Link

が遠いから。けど、これがわかると ASQ

でやっていることのほとんどは、TG の

Narrow に深く関わっているということが

出来る。つまり・・・TG を明確化させる

ことに関わっている→自分の立論を Plan

後にするためのストラテを非常に張りやす

いんですね。 

コメント [HY8]: 本来的な意味では C-P-H

は Time Stream だが、Cause は問題解決

方法の模索という側面も多分に含む。なの

で、P-H を一体と捉え、じゃあなぜ起きる

のか（Why）という風に組み立てることも

出来る。 

コメント [HY9]: So What？これは

Problem が Problem 足りえるために、害を

生んでいるのか、そこに Impact があるの

か、というプロセスを経ていることを表し

ている。確かに Problem だけでは So What

ですもんね。。 



 ASQ における Handling。Handling に関する僕が持ち合わせているものを詳しく説明、というのは残念ながら紙

面の都合上出来ないのですが、軽くコツというものを教えておきたいと思います。 

Handling とは？？ 

 

 

 

 

 

 

それでは“ASQ の Handling”にうつっていきます。 

ASQ の Handling において、非常に特徴的なことは、Goal が明確である、ということです。 

ASQ の話は概して、Opinion Presenter に対する Question という形から話が展開していきますが、ここでの Goal

はすごく分かり易いと思います。 

Q で Talking が始まった時の Goal は、その Q で確認したいことがテーブルの Consensus になるか。です！！！！ 

また、Goal が明確になったら、その Goal に到達するために必要なお話を抽出して、論点整理をしていく。その際

にラベリング毎に割り振るとそれがそのまま Talking Point になる。 

これがかなり容易に出来る Handling の初歩です。ASQ での Handling は Goal が見えやすい、話が複雑化しすぎる

ことが稀等様々の理由があるので、Handling をする試みの第一歩として ASQ でのごちゃり解決に歩みを進めてみ

てはいかがでしょうか？ 

 

⑤Beyond the ASQ 

 みなさん、“ディスカッション”っていうものが何のために行われているか理解していますか。 

１つのテーマに対する少人数での議論。これにはどんな意味・価値があるのでしょうか。 

この問題を解く Key word と生り得る言葉が、“建設的”という言葉です。 

“建設的なディスカッション”＝何かを作り上げようとするディスカッション。 

ではそれを１人ではなく、なぜ１０人弱で行うのか？それは１０人の視点を用いた方が、そのテーマに対してより

深い Analysis を持った答えが出せる・独りよがりにならない多くの価値観からこれは“良い”というものを結論と

して出すことが出来る。思うに、これがディスカッションというものが本来持っている目的であると考えます。 

では、そのディスカッションの目的を達成出来ている人・あるいは達成しようとしている人がどれぐらいいるでし

ょうか？ 

 僕がここで言いたいことっていうのは、その面を踏まえた上で ASQ の“枠組み”に捉われないディスカッション

をする必要があるのではないのか？じゃあそれをするにはどうすればいいのか？ということです。ではその流れに

沿ってやっていきましょーー。 

 

A. Beyond the ASQ その①～まさに ASQ を超えた～ 

 

  

B. Beyond the ASQ その②～ASQ の枠組みを超えた ASQ～ 

 

 

 

上の２つは当日お話いたします☆お疲れ様でした♪質問等あればどうぞ！！！！ 

テーブルにおいてお話の Goal を Share 

        ↓ 

それを達成するために、何を話せばいいのか確認。（論点整理）・・・以上です☆ 

コメント [HY10]: この基本的な構造を元

に、Handling は２つに大別出来るとされ

る。１つ目は、自分で提示した Goal にみ

んなを引っ張っていくために Talking 

point を設置していくタイプ。 

２つ目は、他の人が示す Goal に皆を誘導

していくために Talking point なりを設置

していくタイプ（俗にいう Treat と呼ばれ

るもの） 

コメント [HY11]: 論点整理のポイントを

もう少し詳しく解説。 

Talking point 設置の仕方です。 

コツはラベリングにあります。例えばこの

レクチャーの内容に関して突っ込みの応酬

があったとします。例えば A さんがハンド

リングに関して、B さんが ASQ の構造化

に関して。そうしたら論点は３つかな。じ

ゃあまずこのレクチャーに関しての是非を

決めるために、①ハンドリングのとこにつ

いて 

②ASQ の構造化について 

③それ以外について 

One by one でいこう♪テーブルの議論が

Goal（ここではこのレクチャーの是非か

な？）に向かって円滑に進むよね？？ 

ポイントはどこの枠と枠をどのように区切

って、どのように提示するかにあるのかも。

ラベリングは重要だなぁって僕は思います

ね。 


