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PDAディベート 鹿児島県大会ルール（日本語版）

１　【概要】このディベートでは、ある1つの論題が与えられ，肯定側チーム（Government）と否定側チー
ム（Opposition）に分かれ，一般聴衆であるジャッジを説得する。肯定側か否定側かは主催者によって
決められ，ディベーター自身で選ぶことはできない。より説得力（議論の中身，説明の仕方など）があっ
たチームが勝ちとなる。

２　【参加資格とカテゴリ】ディベートに参加できるのは、鹿児島県の高等学校の生徒とする。またＡ（全
国大会出場トーナメント）、Ｂ（初心者用トーナメント）の２つのカテゴリを置くが、各カテゴリに１校から３
チームまで参加できるものとする。オンラインで実施する際は、各カテゴリの開催については、実施要項
の通りとする。

３　【チーム構成】チームは、同じ学校の生徒４人で構成する。試合は３名のスピーカーで実施する。残
りの１人は自分のチームが肯定側の場合、進行の役割を、否定側の場合、タイムキーパーの役割を担
う。なお、申し込みの際に必ず帯同ジャッジを書いて申し込むこと。

４　【試合会場等】試合会場等の形式は本部の連絡に従う。対面で行う場合は、試合会場は原則として
下の図のようにする。オンラインで行う場合は、特に定めはない。観客等、対戦を閲覧できる者は本部
の許可を得た者とし、所属や氏名等を明らかにしておくこと。

黒板等に論題
肯定側　（３席）　　　スピーチ台　　　否定側 （３席）

５　【試合の流れ】各試合は以下のようにして行う。
(1) [準備（２０分前）] 進行およびタイムキーパーの係は20分前に集合する。本部の指示に従い、

ジャッジペーパーやMotion等を受け取る。試合に出る生徒（以下、出場者）は、20分前には着席
しておく。なお、Motionの発表前にチーム内の役割は決めておくこと。

(2) [Motionの発表（１５分前）] 本部または進行・タイムキーパーの係は，試合開始の15分前に
Motionを黒板に書く、オンライン上に掲載するなどして発表する。その時までは、試合出場者に



Motionを伝えてはならない。また発表した時点以降、試合終了まで、出場者は他のチーム、
コーチ、引率教師、参観者など、いかなる第三者とも接触をしないこと。また電子辞書、タイ
マー・ストップウオッチ以外の電子機器を決して使用してはならない（特に携帯電話を使用した
り、インターネットを活用してはならない）。そのような行為は反則負けとなる。そのような行為が
あった場合は、本部に届けるか審査員に伝えること。

(3) ［試合の開始準備（２分前）］試合開始２分前に進行役の生徒は、出場者に２分前であることを
伝え、出場者は、学校名・氏名が分かるようにする（対面の場合は、学校名・氏名を黒板に貼
る。貼る位置は審査員から向かって肯定側は左、否定側は右。また審査員に見えるように自分
の名前カードを置く。校名札や名前カードは、前もって置いていても良い。オンラインの場合は、
学校名・氏名を明らかにしてログインする）。

(4) ［試合のアナウンス（９０秒前）］タイムキーパーは試合の開始前のアナウンスを行う。
(5) ［試合の開始］時間になったら、進行役は試合を開始する。試合中は、チーム内の役割を交代し

てはならない。また、スピーチの途中はPOIをのぞいて、他の者は話してはならない。
(6) ［各スピーチについて］試合は次のスピーチで構成される。各スピーチは、スピーチ台に移動し

て行う。また、各スピーチは連続して行い、途中で休憩や作戦時間等は取らない。なお、各出場
者はスピーチが早く終わった場合でも、POIや次の出場者の準備のこともあるので、決められた
時間終了までスピーチ台のところにいること。また、決められた時間を15秒超えて話してはなら
ない（時間が来て、15秒が超えるまでは審査の対象にするが、15秒を超えての発言は、審査員
は無視する）。なお、スピーチの際に、書いたものを読み上げることは完全に推奨されない。審
査員や対戦相手を見ながら話すこと。

順番 名前および制限時間 主なスピーチ内容

１ ［肯定側］Prime Minister (PM) ３分間 定義と肯定する理由１

２ ［否定側］Leader of the Opposition
(LO) ３分間

肯定する理由１への反論
否定する理由１

３ ［肯定側］Member of the Government
(MG) ３分間

否定する理由１への反論、
肯定する理由１の再構築、肯定する理由２

４ ［否定側］Member of the Government
(MO) ３分間

肯定する理由１、２への反論、
否定側理由１の再構築、否定する理由２

５ ［否定側］Leader of the Opposition
Reply (LOR) ２分間

否定側が勝っている理由のまとめ

６ ［肯定側］Prime Minister Reply (PMR)
２分間

否定する理由２への反論
肯定側が勝っている理由のまとめ

(7) ［POI］相手チームのスピーチ中に，対戦相手のどの出場者も質問やコメントを15秒以内で発言
することができる。それをPoint of Information (POI)という。
・POIを行う場合は以下のように行う。
【対面時】立ち上がって、頭に片手をあて、逆の手はスピーカーの方に伸ばして、“POI” や “On
the point, sir / ma’am”などと声をかけ，質問する。
【オンライン時】紙などに「ＰＯＩ」と書いたものを画面に映す。対戦相手が気づかないときはマイク
をオンにして「ＰＯＩ」と発言する。
・質問を受けるか否かは，スピーカが決めることができ，受ける場合は“Yes, please.”，受けない
場合は“No, thank you.”などのように答える（対面では，断られた場合は座る）。
・POIはスピーチ開始後30秒以降、制限時間まで行うことができる。スピーチが制限時間を超え
た場合はPOIはできない（例えば３分のスピーチは３分１５秒までできるが、３分〜３分１５秒の
間はPOIは認められない。
・POIが断られた場合は，その15秒後以降から再度POIを行うことができる。
・POIの質問および応答間もスピーチ時間に含める。
・同じチームの出場者に対してPOIを行うことはできない。
・１つのスピーチ中に対戦相手は２〜４のPOIを行うことが期待される。あまりにも多くのPOIは推
奨されない。また、PM, LO, MG, MOは，１～２つPOIを受け入れるるように努めるべきである。
・Replyスピーチ中にPOIを行うことはできないので注意すること。

(8) ［進行、タイムキーパー］進行は、各スピーチの始まりを宣言し、その時間からタイムキーパーは
時間を計り始める。タイムキーパーは拍手や机をたたくなどして、音を出して出場者に時間を伝
える。時間を知らせるのは、スピーチ開始後30秒後（１回）、制限時間ちょうど（２回）、制限時間



１５秒後（話すのをやめるまでずっと音を出す）とする。
(9) ［試合終了後］試合が終わったら、出場者は互いに対戦相手全員と握手する。
(10) ［審査結果発表］審査員は、ジャッジペーパーに結果を書き、タイムキーパーにジャッジペー

パーを見えないよう、半分に折って渡す。渡された生徒は本部に速やかに届ける。
また、審査員は、①試合の勝敗と②その理由、③ベストディベーター（各対戦で一人）を簡潔

に発表する。この①から③については、審査員は独立して考え、個別に発表する。

６　［予選、決勝トーナメント］予選は４試合、肯定側を２回、否定側を２回行う。決勝トーナメントへの出
場は、①審査員のvote数の総数、②ベストディベーターに選ばれた生徒の総数、③対戦相手のvote数
の総数の３点を考慮し、４チームを決定する。具体的には、次の数式で計算し、各チームの得点とす
る。

チームの得点 ＝ ①×10000 ＋ ②×100 + ③
この得点の大きい順に順位をつける。もし同点のチーム等があり１位から４位が容易に決まらない場
合には、同じ得点のチームがじゃんけんをして、勝った方から順位をつける。準決勝は１位対４位、２位
対３位で実施する。肯定側、否定側は本部の指示する方法により決定する。そしてその勝者が決勝で
対戦するものとする。

７　［審査員］審査は、各審査員が独立して行う。内容を重視し、説得力がある方を勝ちとする。また、試
合終了後に勝敗を決めた理由をわかりやすく出場者に示すことができるようにしておく。なお，POIを全
くしない，または相手チームがPOIをしてきても一回も受け入れない場合，予選においては，両チームの
説得力がほぼ互角であれば，POIを積極的に行ったチームを勝ちとする場合もある。
・審査の際には、自分の信念や専門知識等で勝敗を決めるのではなく、あくまでも出場者の発言をもと
にして、審査を行う。特に英語面（発音等）だけを重視して決めないように注意すること。
・Motionや定義などを一般に受け入れられるものからあまりにも変えた場合は、審査から無視すること
とする。例えば、「高校生は全員が海外に留学すべきだ」などのMotionの場合に、高校生を１年生だけ
にしたり、日本人や特定の県の住民に限定したり、海外を１つの国に定めたりなどしてはならない。肯定
側がこのような定義をしても、審査員は無視する。なお、教育的観点から、否定側からもその指摘があ
ることが望ましい。
・審査員は審査以外に、例えばスピーチの声が小さ過ぎる時やスピーチが早過ぎる時、スピーカー以外
が話している場合などは、ジェスチャーや短い発言で、改善するように求めることができる。その上で、
発言の理解が難しい状況が続く場合は、試合後に教育的に示すと同時に、審査に影響が出た場合は
そのことも告げることができる。
・審査員は本部が審査員として認めた者とする。また事前に本部の定めるジャッジトレーニングを確実
に受けること。

８　［表彰］表彰は各カテゴリの１位から３位のチームを表彰する。また全ての試合を通してもっとも多く
ベストディベーターに選ばれた生徒をカテゴリごとに３位まで表彰する。なお、ベストディベーターとも、
同じ回数選ばれた生徒が複数いる場合は、①所属するチームの勝数が多い順に順位をつけ、それでも
同じ場合は、②出場試合数が多い順に順位をつけることとする。



ONLINE PDA Judge Sheet Game ID 　 Round: 1st / 2nd / 3rd / 4th / S-F / Final
Before the round starts, please check and write each team’s name & ID, and every debater’s name & ID.

Affirmative Team (GOV) Negative Team (OPP)

Team ID Team Name Team ID Team Name

Speaker 1
(PM)

ID Name Speaker 1
(LO)

ID Name

Speaker 2
(MG)

ID Name Speaker 2
(MO)

ID Name

Speaker 3
(PMR)

ID Name Speaker 3
(LOR)

ID Name

1. List of issues
Each side should not present more than two
issues. Ignore extra ADs and DAs!

2. Content 3. Style 4.Overall Persuasiveness

Affirmative (GOV) Good  5  4  3  2  1  Bad Good  5  4  3  2  1  Bad Good  5  4  3  2  1  Bad

Negative (OPP) Good  5  4  3  2  1  Bad Good  5  4  3  2  1  Bad Good  5  4  3  2  1  Bad

*Content and style decide the overall persuasiveness.

1. The Winner
Please be extra cautious that the team you are writing here
was actually debating on the side you intend to vote for!

Game ID Team ID Team Name

2. Best Debater
Please choose one person for each (PM / MG / PMR, LO /
MO / LOR)

Best Debater (name)

ID

Do not sign until you have made your decision. A signed sheet will be considered a final decision.

3. Judge’s Signature Judge ID Judge’s Signature

IMPORTANT: Please follow this procedure.

Make your
decision

⇒ Type results
on Google
Form

⇒ Tell the result to the
students and then
show the screen

⇒ Send ⇒ Make
comments

After the game, please send the results (1-3 Above, via Google Form https://forms.gle/……. (provided later) ).
Right before you send the results, please make sure to double check if correct information is to be sent to the
Board (c.f. Judge’s manual). If you notice any error or mistake after you send the result, please contact the Board
immediately. Thank you.

https://forms.gle/Z5rFP6mg5UfQuyRE6
https://forms.gle/%E2%80%A6%E2%80%A6
https://forms.gle/Z5rFP6mg5UfQuyRE6

