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同志社大学経済学会主催 ディベート大会ルール 

2011年 5月 20日 

※ このルールは、同志社大学経済学会主催ディベート大会を行うにあたって、特定非営利活動法人全国教室

ディベート連盟が定めている『全国中学・高校ディベート選手権ルール（2009 年 02 月 07 日改正）』

(http://nade.jp/koshien/rule.html)を一部改訂したものです。 

第１条 試合の進行 

1. この大会の試合フォーマットは、別表 1の通りです。  

2. この大会では、出場選手が立論・質問・応答・反論・総括の各ステージをそれぞれ担当するものとしま

す。出場選手については、別に定める細則A（出場選手に関する細則）に従わなくてはなりません。  

3. 試合は、司会者の指示によって進行します。選手、聴衆は、司会者の指示に従わなくてはなりません。  

第２条 各ステージの役割 

1. 肯定側立論は、論題を肯定するためのプランを示し、そのプランからどのようなメリットが発生するかを

論証するものとします1。 否定側立論は、現状維持の立場をとるものとし、主に肯定側のプランからど

のようなデメリットが発生するかを論証するものとします2。 

2. 質問では立論の内容などについて質問を行い、質問での応答は立論の補足として扱われます。 

3. 反論は、主に、メリット（あるいはデメリット）に対する反論、反論に対する再反論を行います。 

4. 総括は、主に反論に対する再反論、これまでの議論の整理、メリットとデメリットの大きさの比較を行い

ます。  

第３条 議論における注意事項 

1. 議論の論証のために、文献等をスピーチで引用することができます。引用に当たっては、別に定める

細則B（証拠資料に関する細則）に従わなくてはなりません3。なお、図や表を証拠資料として見せるこ

とはできません。 

                                                   
1 追加の定義およびプランについては、肯定側が立論で示してください。（論題の付帯文で示してある定義については、肯定側の立論で

改めて述べる必要はありません。） また、肯定側のプランは論題の範囲内になければなりません。これらについては、『同志社大学経済

学会主催 ディベート大会ガイドライン』の「3. 定義とプラン」に記載しています。なお論題とそれを実行するプランの関係についての解説

は、ディベート甲子園ホームページの『2009年審判講習会テキスト』(http://nade.jp/koshien/judge-seminar.pdf)にある「（2） 論題とプラン」

(p7-10)も参考にして下さい。 
2 否定側がカウンタープランを提示することは禁止します。カウンタープランとは肯定側が提示したプランとは別のプランを否定側が提示

することです。 
3 細則Bに関する解説は、ディベート甲子園ホームページの『証拠資料の引用について』(http://nade.jp/koshien/evidence.pdf)を参照して

下さい。 

http://nade.jp/koshien/judge-seminar.pdf
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2. 質問で明らかとなった情報を議論に生かすためには、その後の立論や反論で改めて述べる必要があ

ります。 

3. 相手が持ち出した主張・根拠に反論する場合を除き、立論で提出されず反論で新たに提出された主張

や根拠は、「新しい議論」と呼ばれ無効となります。反論で出せる反論を総括ではじめて出すことは「遅

すぎる反論」と呼ばれ無効となります。  

第４条 反則行為と処分 

選手等に反則行為があった場合、別に定める細則C（反則に関する細則）にもとづき、敗戦や大会失格

等の処分の対象となります。 

第５条 判定 

試合の判定は、別に定める細則D（判定に関する細則）にもとづき審判が行います。メリットがデメリット

より大きいと判断される場合には肯定側の勝利、メリットよりデメリットが大きいと判断される場合は否

定側の勝利です。引き分けはありません。 

第６条 コミュニケーション点 

1. 各審判は、勝敗とは別に、各ステージでのコミュニケーションの要素と試合全般におけるチームワー

クの度合いを評価した「コミュニケーション点」を採点します。コミュニケーション点は、立論・質問・応

答・反論・総括・チームワークのそれぞれについて次の５段階で採点し、合計したものをチームのコミ

ュニケーション点とします。 

5点 非常に優れている 

4点 優れている 

3点 普通 

2点 改善の必要がややある 

1点 改善の必要がかなりある 

2. 審判は、立論・質問・応答・反論・総括のそれぞれについて、話し方、スピーチの速度、議論の構成な

どを総合し、分かりやすいスピーチであったかという観点から採点します。質問・応答のステージでは、

相手方とかみ合ったやり取りをしているかという観点についても評価します。チームワークの項目で

は、試合全般におけるチームメンバー同士の連携・協働の度合いを評価します。 

3. 審判は、選手の行為のうちディベーターとして期待されるマナーに反する行為や、細則C所定の反則

行為があった場合、それらが敗戦ないし失格に至らない程度であるときでも、当該選手が所属するチ

ームのコミュニケーション点から最大５点を減点することができます。 

 

 

 



 3 

（別表 1） 試合フォーマット 

  肯定側立論 6分  

      否定側準備時間 1分  

  否定側質問 3分  

      否定側準備時間 1分  

  否定側立論 6分  

      肯定側準備時間 1分  

  肯定側質問 3分  

      否定側準備時間 1分  

  否定側反論 4分  

      肯定側準備時間 1分 

  肯定側反論 4分  

      否定側準備時間 1分 

  否定側総括 4分  

      肯定側準備時間 1分 

  肯定側総括 4分  

 

細則A（出場選手に関する細則） 

1. 原則として、大会の登録選手は４～６名、各試合の出場選手は４名または５名とします。 

2. ４名で参加する場合は、立論者が応答を兼ねてください。 

3. 出場人数がそろわない場合は敗戦となる場合があります。（大会本部で判断します。）  

細則B（証拠資料に関する細則） 

1. 証拠資料として認められるものは、公刊された出版物で第三者が入手可能なもの、及び、政府の公表

した報告書などこれに準ずるもの―インターネット上の情報、独自のインタビューや調査結果など―の

みとします。  

2. 試合で使用する証拠資料については、以下の情報を記録しておかなければなりません。 

o 書籍については著者の肩書き（編著の場合編者と該当部分の筆者について。名前についても

同じ）・著者の名前・書名・発行年・引用部分のページ数  

o 雑誌記事については著者の肩書き・著者の名前・引用記事のタイトル・掲載雑誌名・掲載雑誌

の巻号・発行年・引用部分のページ数  

o インターネット上の情報については筆者の肩書き・筆者の名前・サイト名・情報掲載日付、ある

いはそのサイトにアクセスした日付・引用サイトのアドレス  

 

3. 証拠資料を引用する際には次の要件を満たさなければなりません。インターネット上の情報を引用す

る際も同様です。  
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o 著者の肩書き・著者の名前・発行年を示すこと  

o 証拠資料が引用されている部分を明示すること 

 

4. 前項の要件が満たされていない場合には、引用された証拠資料の信憑性は低く評価され、あるいは資

料として引用されなかったものと判断されます。インターネット上の情報、独自のインタビューや調査結

果など出典の信用性が低い種類の資料については、その性質に応じてその信憑性が判断されます。  

5. 証拠資料を引用する際には、原典の文面をそのまま引用しなければなりません。ただし、元の文意を

損なわない範囲で中略を施すことは、そのことを引用中に明示する限りにおいて許されます。  

6. 文章を改変して引用したり、元の文意を変えるような不適切な省略を行ってはなりません。そのような

引用がなされたと判断された場合、その資料は試合の評価から除外されます。  

7. 各チームは自分たちの準備時間中に、相手チームがそれまでに読み上げた証拠資料の提出を求める

ことができます。ただし、提出された資料は、その準備時間の終了までに返却しなければなりません。  

8. 審判あるいは相手チームから、それまでに読み上げた証拠資料の提出を求められたときには、証拠

資料を提出しなくてはなりません。各チームは、請求に応じて請求された資料を提出できるように用意

しておかなければなりません。 

9. 本大会では、図や表の掲示は認められません。なぜなら、本大会は口頭でのコミュニケーションを重視

しているからです。  

細則C（反則に関する細則） 

1. 次の行為があったときは反則として、悪質な場合、審判団の判断でその試合を敗戦にすることがあり

ます。  

１)選手が、自己紹介で述べた担当ステージと異なるステージを担当したとき。 

２)スピーチ中の選手に対して、他の選手が口頭でアドバイスを行ったとき。  

３)私語等により、スピーチの聞き取りを妨げる行為を行ったとき。  

４)審判や相手チームから証拠資料の提示が求められた際、これに応じないとき。  

５)証拠資料を捏造（ねつぞう）して使用したとき。 

６)証拠資料として元の文章を改変したものを引用したり、元の文意を変えるような不適切な省略をした

とき。 

７)選手等が司会者や審判の指示に従わず、試合の継続が困難と判断されるとき。 

８)その他、試合中、選手に著しくマナーに反する行為があったとき。 

以上の反則行為があったと考えられる場合、選手は、試合中あるいは肯定側総括直後に審判にアピ

ールを行うことができます。  

アピールは司会者の許可を得て行います。  
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2. 前項所定の行為のほか、次の行為があったときは反則として、主催者の判断でその試合の敗戦また

は大会の失格にすることがあります。  

1)大会に出場選手として登録されていない者が出場したとき。  

2)選手が、試合中にチームの選手以外の者と相談をしたとき。  

3)選手が、試合中に電話・パソコン等を使用して通信したとき。  

4)大会当日、選手に著しくマナーに反する行為があったとき。  

5)その他、選手並びにチームの関係者が大会運営に重大な支障を生じさせたとき。  

細則D（判定に関する細則） 

1. 勝敗の判定は審判によるものとします。  

2. 審判は個々の論点について以下のように判断を行います。  

1)一方のチームが根拠を伴って主張した点について、相手チームが受け入れた場合、あるいは反論を

行わなかった場合、根拠の信憑性をもとに審判がその主張の採否を判断します。  

2)一方のチームの主張に対して相手チームから反論があった場合には、審判は両者の根拠を比較し

て主張の採否を決定します。  

3)証拠資料については、細則Ｂの４項ないし６項の規定を踏まえて、資料の内容や出典の信憑性をも

とに評価します。  

4)立論で提出されず、反論で新たに提出された主張・根拠（新しい議論）は、判定の対象から除外しま

す。ただし、相手の持ち出した主張・根拠に反論する必要から生じた主張・根拠はこの場合にあたりま

せん。  

5) 相手チームの主張・根拠に対する反論のうち、反論で行えたにもかかわらず総括で初めて提出され

たもの（遅すぎる反論）は、判定の対象から除外します。  

3. 審判は、個々のメリットあるいはデメリットについて、以下の 3点について検証を行い、大きさの判断を

行います。  

1)プランを導入しなければ、そのメリットあるいはデメリットは発生しないこと。 

2)プランを導入すれば、そのメリットあるいはデメリットが発生すること。  

3)そのメリットあるいはデメリットが重要・深刻な問題であること。  

4. 審判は、個々のメリット、デメリットの判断をもとに、メリットの合計とデメリットの合計の比較を行い、ど

ちらに投票するかを決定します。その際、比較の価値基準が試合中に提示されていれば、その立証の

程度に応じて反映します。判断基準が示されなかった場合は、審判の判断に委ねられます。  

5. 審判は、細則Ｂの４項（証拠資料引用の要件）または６項（証拠資料の不適切な引用）の判断を行うた

め、準備時間または判定協議の間に、その試合で引用された証拠資料の提出を求めることができま

す。  
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同志社大学経済学会主催 ディベート大会ガイドライン 

2011年 5月 20日 

※ このガイドラインは、同志社大学経済学会主催ディベート大会を行うにあたって、特定非営利活動法人全国

教室ディベート連盟が定めている『ディベート甲子園ガイドライン（2007 年 02 月 24 日改正）』

(http://nade.jp/koshien/guideline.html)を一部改訂したものです。このガイドラインには、ルールに含まれて

いない事項で、選手の皆さんに推奨するものを記載しています。 

１．コミュニケーション 

選手は、発言内容を審判・聴衆・相手チームにわかりやすく伝えるようにしましょう。発言内容がどんなに

優れたものであっても、審判が発言内容を適切に理解できなければ判定に考慮されません。わかりやすく

伝えるため、以下に具体的な留意点を示します。 

(1) 話し方   

選手は、明瞭な発音、適切な速度などを心がけ、十分な声量でスピーチを行いましょう。日頃、滑舌をよ

くするための練習を心がけましょう。   

(2) スピーチの構成   

例えばナンバリング・ラベリング・サインポスティングなどの手法があります。ナンバリングとは、それぞ

れの議論に番号を付けその区切りと数を明確にすることです。ラベリングとは、それぞれの議論にその内

容を端的に表す見出し（ラベル）を付けることです。サインポスティングとは、これから話す内容がどの論点

に対するものであるのかを、論点の番号や見出しを用いて示すものです。選手は、ナンバリング・ラベリン

グ・サインポスティングを適切に行い、わかりやすいスピーチを行いましょう。   

(3) スピーチの姿勢   

 原稿ばかりを見るのではなく、顔を上げて、審判・聴衆に伝わっているかを適宜確認しながらスピーチを

行うようにしましょう。  

(4)スピーチの速度 

 聞きやすいスピーチの速度は、およそ 1分間に 350～400字程度といわれています。400字程度を目安に、

練習をしておきましょう。  

２．メリット・デメリットの数 

  根拠を十分に述べず主張だけを述べても、ディベートでは意味がありません。限られた時間の中で立証

するのですから、メリット・デメリットの数は１つか２つにするようにしましょう。判定では、メリット・デメリット

の数ではなく立証されたメリット・デメリットの大きさが問われます。（ディベート甲子園ホームページの
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『2005年度ルール改正について』(http://nade.jp/koshien/2009rulechanges.html)にある「５．メリット・デメリッ

トの数について」も参考にしてください。） 

３．定義とプラン 

  追加の定義およびプランについては、肯定側が立論で示してください。（論題の付帯文で示してある定

義については、肯定側の立論で改めて述べる必要はありません。） また、肯定側のプランは論題の範囲

内になければなりません。肯定側の立論で示されたプランが論題の範囲を越えているか否かは、試合の

議論にもとづき審判が判断します。論題外と判断されたプランからメリット・デメリットが発生したとしても、そ

のメリット・デメリットは無効となります。否定側がプランや追加の定義に関する詳細を知りたい場合には、

質問で肯定側に尋ねるようにしましょう。 

４．立論の構成例 

  立論は、わかりやすく構成を工夫してください。 参考のために、構成例を示します。 

                  [肯定側立論の構成例１] 

                      * メリットは～です。（ラベルで示します） 

                      * プランを実施すると～というメリットが発生します。 

                      * そのメリットは極めて重要なものです。 

                      * 現状のままプランを取らなければこのメリットは発生しません。 

                  [肯定側立論の構成例２] 

                      * メリットは～です。（ラベルで示します） 

                      * 現状のままでは解決が難しい～という問題があります。 

                      * その問題は極めて深刻な問題です。 

                      * そこで、以下のプランを提案します。 

                      * このプランによって、問題は解決されます。 

                  [否定側立論の例] 

                      * デメリットは～です。（ラベルで示します） 

                      * プランを実施すると～というデメリットが発生します。 

                      * そのデメリットは極めて深刻なものです。 

                      * 現状のままプランを取らなければこのデメリットは発生しません。 


