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関西遠征直前！！セオリーのその先へ！！ 

～有意義な discussionを求めて～ 
 

 

 

みなさんこんにちは！！今回ＪＴＫレクチャーにお越しいただきありがとうございます。レクチャ

ーを担当します明治大学３年の寺元です。てらって呼ばれてます。知らない人もいると思うのでよ

ろしく！！ 

 

早速ですが、なぜ今回関東・関西のセオリーの違いを中心にレクチャーをしようと思ったのかをま

ず少し書いてみたいと思います。まず、注意事項としてはこのレクチャーマテは自分のディスカッ

ション観が多く含まれていて、いくつか過激な内容も書いているので、そこに関しては最初に謝っ

ておきますwwしかしそれは自分の思う本音をかけたということだと思っているのでご了承くださ

い！！ 

 

まー自分の経験上、関東・関西でこの３年間でディスカッションをしてきたのですが、 

よく周りからこんな意見や感想を聞くんですよ。 

 

●関東の人Ａさん「関西のあいつはすぐに話を流してきて何もできないし、つまらなかっ 

         たなー。すぐなんでも task, taskで流してくるんだよ！！せっかく 

         いろいろ準備してきたのにむかつくわ！！」 

●関東の人Ｃさん「なんか、セオリーの違いとかエリアで話すべきこととかで、めっちゃ 

         ごちゃってＡＳＱを終わらせるのに２時間もかかっちゃったよー 

         それで全然、中身のある話ができなかったー。せっかく関西まで来た 

         のにあんまり収穫なかったわ。」 

●関西の人Ｄさん「関東の人はバリューの交換をしたがるけど、そんなのつまらんし、 

         おもしろくないわ！！おもしろいのは相手の Logic 切ったり、 

反論したり、論理的に話すことだと思うんだけどなぁ」 

 

こんな風に、時には関東・関西の人を敵としてみなし,「なんで関東はあんなにも無駄な話をしたが

るのか」、「全然先に進めよう、コンクルを得ようという姿勢がみられない。」などと相手を批判する

場合も少なくないと思います。実際自分もおもったことありますし ww 

また険悪なムードになる場合も多く見られ、しばしばディスカッションが終わった後、自大学であ

つまって今日一日の感想を聞くと、どちらの Procedure(特にエリアの順番や大して重要でもないち

いさな違いについて)が正しいかどうかに議論が集中し、議論の中身について話すことができなかっ

たという感想をよく聞きます。 

しかし年に数回しかない関東・関西の交流を無駄に過ごしてしまうのは非常にもったいないと思っ

たし、後輩には少しでもこういう衝突を少なくしてもらい”ディスカッション”を楽しんでもらえ
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たらなぁと思ってこのレクチャーをしようと決心しました。 

 

そして上にも書いてあるとおり、このレクチャーには関東・関西に対する独断と偏見とこれからの

みんなへの期待であふれています！！ｗｗもちろん適当にかいているわけではないですよ！！しか

し今思えば、相手に対する独断と偏見なんてものはその人の中にあるのが当たり前だし、怖いのは

そんなことではなく、 

 

“その独断と偏見から生まれるディスカッションにおいての衝突”   

 

だと思うんです！！だからこそ、その衝突をどういう風にして解決していくのかが大事なポイント

になると思うんです！！ 

 

 

目次 

１．関東・関西の今の実情 

２．関東・関西におけるディスカッションにおける考え方、セオリーの違い 

３．いかに有意義なディスカッションにしていくか 

 

★お願い：このレクチャーを通して本質とはかけ離れた議論（セオリーの違い）を少な 

     くし、本質または満足のいくディスカッションができることを願っています。 

 

 

 

１．＜関東・関西の実情＞ 

●関東編 

この時期プランサイドまでの到達度やセオリーの理解度は関西に劣っていると思います。なぜなら、

関東はセオリーだけを詰め込むことをすると、なぜこのセオリーが必要なのかを自分で考えなくな

って先輩の言うことを鵜呑みする状態になるを恐れて、後輩にはある程度自分で考えてもらってま

す。こういう考えの下、セオリーに関する理解度に差が出るのだと思います。 

そしてこのセオリーの理解度の違いから関西遠征における大きな衝突が生まれると考えられます。

それはＡＳＱサイドにおいて、話さなきゃいけない内容、話すべきでない内容の食い違いです。例

えば TG 以外の existence の確認などはＴＧの definition を確認するうえで不必要なものなので、

ＡＳＱでは話すべきものではないとして"talk later"で流されてしまう傾向にあります。 

しかし、関東は 1,2年生ががんばって発言してくれたのに、taskですぐに流してしまうことに抵抗

を覚える傾向にあります。またＡＳＱサイドでのＴＧ，もしくは他のキャラクターの existence を

取ることによるストラテジー、コンパリへのストラテジーなどもがっつり切りに行くというよりは

そのストラテでアーギュメントがでて話が盛り上がればいいという感覚でやっている人もいると思
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います。しかしストラテを張る段階で話がごちゃったり、あまりにも時間がかかりそうな場合は流

す場合もあります。 

 

●関西編 

関西では今、２年生にセオリー１００問集などを解かせて、先輩ががっつり task などをたたきこ

んでるようです。ここで、なぜ関西が Taskを絶対視するのかを少し載せてみました。 

関西で Taskが絶対な理由とは？ 

①コンクルを得るため？…ではない 

 ・関西のディスでもコンクルを得るのはまれ。 

 ・コンクルへの意識も高くない人の方が多い。 

 ・ケッサ(関東でいう春セミ）直前はコンクル意識するのは事実 

②論理的に正しいことをするのがディスカッションや！って考えてるから？…かな。 

 ・論理的に間違ったこと(Task無視)はしたくないから Taskは絶対！ 

③ロジック力の勝負がディスの醍醐味・情報整理がディスの醍醐味みたいなとこがあってそん時に

Taskを使うから、とか・・・ 

 

このようにこの時期の実情として、ＡＳＱなどのスピードにはこだわるが、KESSA(関東で言う春

セミ)と違い、コンクルを出すことに本気で重きを置いている人は半分くらいらしいです。 

しかし、もちろん関西の人は関東ほど自由に話をさせてはくれず、関東の人は関西の人をつめたい

人だと思ってしまうケースがありますねww ただ関西もしっかりと taskやセオリーに基づいてい

るので、関東の人はストラテなどを張りたい場合はしっかりとした necessity をつけることが要求

されます。その際には necessity を持たせたＱをするためにべた書きを書いて練習することも効果

的だと思います。 

 

 

 

２．＜関東・関西におけるディスカッションの考え方、セオリーの違い＞ 

２－１．＜ASQにおける Procedureの違い＞ 

関東                    関西 

①Problem                 ①Problem  (include cause) 

②Harm                                    ②Harm 

③Linkage between problem and harm        ③Linkage between problem and harm     

④Seriousness                             ④Seriousness 

⑤Cause                                   ⑤NFC 

⑥Linkage between cause and problem 

⑦NFC 

上の違いによりわかることは関西においては Causeを重視しておらず、Problemの一環として扱い、

おまけのような存在として見られているのである。ではどうしてこのような存在として見られてい

るのか？それは関西としてはCauseをおいたとしてもＣ－Ｐ linkage を証明するためのEvidence
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が弱く、証明が難しいものとして捉えられているのでる。またＣ－Ｐ linkage は solution の２nd 

linkage（関東における）の逆でもあり、大きな支障がないと考えているようである。 

 

 

実践編  

テーブルを始める前に O/PはしっかりとＡＳＱの Procedureを描いたチャートを出して、確認する

べきである。また大切なことは自分が行ってきたセオリーの形に縛られるのではなく、相手との考

え方やセオリーの違いを確認して柔軟に対応することです。そして、例え話す順番等が違ってもや

っている内容は同じなのだから、いかに小さな衝突を生まずにトピックの中身の議論を行えるかな

のです。そしてそういう風に貴重な時間をすごしてほしいんです。 

 

 

 

２－２．＜solutionにおけるプラカの考え方と書き方の違い＞ 

関東(プラカ あり）                関西(プラカ なし） 

Ｍ                                                Ｍ 

   J/G has power to take plan    プラカ            J/G has power to take plan 

J/G can take plan  (1st linkage)                     J/G can take plan 

   (2nd linkage)                                       （1st linkage） 

                                                 

   (3rd linkage)                                    (2nd linkage)                    

      

ＡＤ                       ＡＤ 

 

関西にプラカを書かない理由としてはプラカを証明するための Logic をオピメが立てるのが困難

だから。なぜかというと、お金、プラン実行のための技術力、憲法上などプラカを証明するための

論点は多く、不明確だと考えているようです。たとえ論点を挙げてもどこまで証明すればいいかわ

からないため、solution にプラカの Logic を書かずに、パンツからの objection を受け付けるだけ

の形になっています。 

 

 

実践編 

まず関東、関西の違いを確認して、もしプラカにアーギュメントがある場合は、はっきりと 1st 

linkage ということを示し誤解のないように進めるべきである。また関西にはプラカの表記がない

分、1st linkage などを指す部分がずれているので注意すること★ 

 

２－３．＜×careの意味の違いとストラテの張り方＞ 

 

特に難しい話ではないのだが、ＳＱにおけるストラテにおける注意など載せているので、参考にし

てください。 
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●トピックがいじめの場合  

Sit of student 

       Student has way to avoid bullying   ・・・・・・① 

        

       Student ×have way to avoid bullying   ・・・・・② 

 

 

●関東 

・×care = both of them  は 「TGはどちらでもいい＝つまりどちらもＴＧの意味で使う。 

→①、②ともに ADになる。 

・そもそも私の定義には関係ありませんよという答え方は関東にはない。 

 

●関西 

正確に言うと both of them = ×care は違う意味だけど、分けて使えてる人は少なく同じ意味で使ってる

人がいる。 

＊both of them = A and B 「TGはどっちでもいい＝つまりどちらもＴＧ」 の意味で使う。 

  →①、②ともにＡＤになる。オピメが existence を確認する必要がある。 しかし実際はとる必 

 要がないと思い流している。 

 

＊×care = A or B 「そもそも私の定義には関係ありませんよ」 の意味で使う。  

  →①、②ともにＡＤになる。 オピメは existence をとる必要がないと思ってる。 

 

★要するに細かい違いがあるがＴＧの definition変わりません！！ 

しかし、ここで重要なのは関東・関西が一緒にいるテーブルでは、ＴＧの definition以外の existenceは確認

させてくれない。 

なぜなら existence をとる necessity がそもそもない。  

＝ この existence をとることがＡＤを確認するうえで必要ではない。  

＝ この existence をとらないからといって solutionがたたないわけではないということ。 

 

ではどうしたら自分のとりたいコンセンサスをとりやすくなるのか？ 

その方法は大きく分けて２つです。 

１つ目は難しいが、evidenceを使ってさらっと行う方法。しかし自分に existenceをとる necessityがない状

態で、確認する必要がないではとの反論が来たら潔く身を引くべきである。 

２つ目は Qによる existenceの確認の necessityはないけど、アーギュメントと絡めることで necessityをつ

ける方法。 

具体例）  日本政府はこの問題に触れる必要はない。 

 

                       自分で解決できるのなら日本政府が触れる必要はない。 

 

学生はいじめを回避する方法を持っている。 
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→アーギュメントに組み込んで、データのコンセンサスをとらせてもらって、ワラントで流してもらう。 

 

 

 

３．＜いかに有意義なディスカッションにしていくか＞ 

 

ここまで関東・関西のさまざまな違いについて見て来ましたねー！！ 

ここから少し１歩踏み込んで考えて見ましょう♪ 

 

ではみなさん、ディスカッションの目的ってなんだと思いますか？ 

多くの人がディスカッションでコンクルを得ることだと答えるでしょうか？ 

たしかにあるトピックについて話し合っている以上、何かしら結論がないと話し合っている意味が

ないですからね。 

では逆にディスカッションでは結論が出ればよいのでしょうか？ 

ぼくはそうは思いません。なぜならやっている意味がないと思うのです。もしあるトピックに対す

る結論をだしたいのなら、わざわざ７～８人も初対面の人が集まって話し合わずにその道の専門家

に話を聞いたほうがよっぽど有意義で、正確な結論が出せるとおもうんです。しかしその専門家の

結論をテーブルで出して、「このトピックについてはこの政策を実行しましょー！！」でみんなが納

得すると思いますか？僕はそうはおもいません。なぜならみんながその結論に対して納得あるいは

満足してないからだと思うんです。 

そう！！逆に言えば満足のいかない結論はテーブルでの結論の質を下げるのです。 

 

まとめるとディスカッションをする目的は以下の２つに集約されると思います。 

１．トピックに対する結論 

２．テーブル内でのみんなの満足感、結論に至るまでの過程 

 

そしてこの２つの目的はディスカッションにおいて相反する場合が少なくなく、どのように両方の

バランスをとるかによってそのテーブルの質を大きく左右すると思います。そして自分で思うのが、

ここが関東・関西における大きな溝や考え方の違いであり、埋めるべきものであると思うのです。 

 

 

 

 

しかし現実そうも簡単にはいきません！！自分が３年間ディスカッションを見てきて、特に関西遠

征などのカウンターテーブルなどでは関西のほうがこの時期、強いように感じます！！それはこの

時期、関西のほうがプレパしているというのもあると思いますが、関西のほうがセオリーに忠実に

ディスカッションをしているからという理由もあると思います！！ 

では関東は関西遠征では自分の思うアイデアを出せないんでしょうか？ 

”セオリーの壁”を越えることはできないんだろうか？？ 
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いや、そんなことはない！！ 

時に、セオリーの壁を越えることができる！！ 

 

では具体的にはどんなときにあの絶対的なセオリーを打ち崩すことができるのか？ 

そう、それは上にも書いたように 

１．トピックに対する結論 

２．テーブル内でのみんなの満足感、結論に至るまでの過程 

の内の２番目のディスカッションをする目的を引き出せばいい！！ 

 

つまりどういうことかというと、例えば自分出した suggestionがセオリーや taskから外れていた

としても、テーブルメンバーがその suggestion を受け入れてくれれば（みんなの）満足感）、やっ

てもいいと思います。なぜならそれがディスカッションをする目的の１つなのだから。 

 

ただし、いつもこの方法ができるというわけではなく、しっかり状況を見極め、いくつかのことに

注意しなければなりません。 

①アイデアのわかりやすさ（プレゼンのうまさ） 

②タイムマネジメント 

③みんなの同意（一番大事） 

 

★ここで自分がよく使うテクニックを紹介したいと思います。 

それは③みんなの同意（一番大事）を得るための１つの方法です。 

具体的にはテーブルの何人かに味方を作ることです。 

その味方の作り方には２段階あるんですが、１つずつ説明しますね！！ 

 

①いわゆるオーソリ。 

 →これは恐怖とかではなく、信頼を意味しています。 

  これは丁寧なＡＳＱハンドリングや細かな気遣いによって築いていくものです。 

 

 

 

 

②周りから攻める方法            

              ④     ③ 

                         

 

    

 ⑤オピメ（反対派） 

                             ② 
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⑥セオリーで流してくる人                 ※番号は同意を聞く順番 

 suggestionに反対の人 

               ① 

 

 これはどういうことかというと、いくつかの段階にわけて説明すると・・・ 

 

①自分の suggestionに同意してくれそうな人を顔や今までの言動などを見て見つける。 

②同意してくれる確率の高い人の順番に自分の suggestionに同意してくれるかを聞く。 

③１人、２人と次々と同意していくと”人は自分の前の人の意見に賛同しやすい”という 

 習性を利用してテーブル内での味方を増やす。 

④最後に自分の suggestionに反対するものに「君の考えはこのテーブルの中で少数派なん 

 だよ」ということを暗に示す。 

⑤あとはいかに自分の suggestionの論理性、おもしろさを伝えられるか。 

 

この周りを味方につける方法はすぐに身につけるのは難しいかもしれませんが、 

自分はディスカッションにおいて楽しいと感じるテクニックの１つです。（相手を説得させるテクニ

ック）ぜひ練習して習得してみてください★ 

 

 

 

                      

自分 

ん 

 

JIDMプレジデント 

明治大学３年 寺元 裕太 

 

 

★Special thanks ほってぃ 同志社（3） 

 


