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Strategy
1. はじめに
1.1 Strategy とは？
Strategy のレクチャーをするにあたって, まず初めに Strategy という言葉の意味を確認
しておきましょう. 「Strategy(戦略)」という言葉はもともと, 軍事学用語で, 個々の戦場で
の戦力・物資の活用スキームを意味する「Tactics(戦術)」から対比・分化した概念で, 全体
を包括した巨視的な策略のことです. 実際は混同して使われることも多く, 厳密な定義は
曖昧になっていますが, ここでは目的を達成する上で描くストーリーのあらすじのような
ものだと理解しておいてください.

1.2 Debate における Strategy
それでは Debate において Strategy とはどのような意味をもつ概念になるのでしょうか.
Debate における目的(＝勝利)とは「論題が正しい(もしくは間違っている)ことを証明するこ
と」ですが, もう少し具体的な表現を用いると「制限時間内に, 自分たちサイドの主張（＝
論題の正誤）が, 相手サイドの主張よりも正しいことを, Adjudicator に納得させる」と言え
ます. この目的を達成するための筋書きをどう組み立てるかが Strategy です. したがって,
論題の捉え方, 相手サイドを上回ること, 時間資源の分配, Adjudicator の納得などの要素
がこのレクチャーの鍵となります. 以後, これらのキーワードに基づいて, どうやって
Strategy を作っていくか(Preparation Time), また修正していくか(Round 中)を考えてい
きます.

1.3 注意点
戦略に基づいて思考することは Debate において有効ではありますが, 過剰になってしま
っては本末転倒であることに十分注意してください. 戦略はあくまで戦略に過ぎず,
Argument や Refutation の質が悪かったらお話になりません. Preparation Time で戦略を
考えるのに使う時間はせいぜい 5-10 分を目安にするといいと思います. また, 相手が予想
外の戦略を採ってきた場合も慌てないことが大切です. 突飛な発想というものは, あなた
だけでなく Adjudicator にも混乱を与えるものです. 落ち着いて対処しましょう.
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2. 論題の
論題の捉え方と Stance の構築 - Case PositioningPositioning2.1 論題の構造
Debate の論題(Motion)は, 大別して政策論題(Policy Motion), 価値論題(Value Motion),
事実論題(Fact Motion)があります. このうち, 事実論題(あまり出題されない)を除いて, ほ
とんどの論題は「A は（C を/に）B するべきである」という構造を持っています. 所謂 SVO
の構造です. 具体例を見てみましょう.
[THW ban smoking. 本議会は喫煙を禁止する.]
この場合, 主語(S)が This House, つまり未定義の状態です. どのような動作主体を定義
するか, またその動作主体は何を重視すべきなのかという部分に自由度があり, 戦略的決
定

の余地があります. また動詞(V)が ban, すなわち禁止ですが, 一言に禁止といっても

ある程 度幅があります(全面禁止, 部分的禁止など). 目的語(O)の smoking に関してはほ
ぼそのままの意味であまり自由度はないと言えるでしょう.
よく Open Motion, Semi-Open Motion などと表現されますが, 論題によって戦略自由度
は異なります. Gov.も Opp.も論題の構造を把握し, 要素ごとの自由度を意識する習慣をつ
けましょう.

2.2 Case の Positioning と Stance
Case の諸要素としては, Definition, Plan, Condition などがあります. 詳細な解説は
Definition のレクチャーに譲りますが, これらは一言でいえば論題を具体化したものです.
2.1 項で見たように論題には曖昧な部分を含むものが多くあり, このままではうまく Clash
しないことがあります. よってこれを具体化する必要があるわけですが, 一気に説明しよ
うとすると「A はアレやコレという場合においては, ナンタラという手段を, いつまでにと
ってウンタラをカンタラするべきなんだ」などいう呪文のような Statement になってしま
います. よって分かりやすくするために Definition, Plan, Condition と段階をおって説明す
るだけで本質的な違いはさほどありません.
さて, ようやく本題の戦略についてですが, Case の Setting における戦略で重要なのは, 自
由度のある部分をどう設定するかです. 以後これを Positioning とよぶことにします.
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2.2.1 Hard Case / Soft Case
Positioning を行うにあたって非常に有用な考え方として, Hard Case / Soft Case という
ものがあります. ここでいう, Hard/Soft とは現状維持(KSQ)をした場合と, Plan を採択し
た場合(PP)の差異の大きさの度合いを意味します. 基本的に, 変化が大きいほど, 問題の解
決能力および影響対象に与える Benefit および Harm は増加していきます. 軸をとって考え
ると分かりやすくなります. 具体例と併せて見てみましょう.
(←↓Soft / Hard↑→)

例

こうした Map 上で現状はどこにあると分析できるか, どのような問題があり, Plan 後は
どこに移るべきなのかという視点で Positioning を決定することを心がけてみましょう. 特
に気をつけて欲しいのは Harm が大きくなることを恐れすぎて Soft すぎる Case を Set し
てしないようにすることです. Gov.には Definition の権利とともに, 自分たちが分析した問
題が解決できることを証明する義務があるからです(Burden of Proof). Adjudicator へ与え
る 心 証 も 良 く な い こ と が 多 い で す . し か し あ ま り に Hard 過 ぎ て も , よ り Soft な
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Alternative way で十分解決できることが証明できてしまいます(Unique Necessity の欠如)
のでうまくバランスをとって下さい.
逆に, Case の Size から見て, 大きすぎる/小さすぎる問題を Stance として提示してしま
うことも問題があると言えます. 例えば, 日本政府が炭素税を導入する根拠を, 地球規模の
温暖化の解決としてしまうと解決能力が不足します. この場合, 日本の CO2 排出削減義務
を達成するため等とするとちょうどいい問題意識であると考えられます.
Stance から見た Case, Case から見た Stance と双方から Size をチェックすることを心が
けるといいでしょう. Stance と Case の Size がうまく一致しているとき, その戦略は優れて
いるといえます.
good

Gov.として
PP





Plan
0

time

KSQでひどくなること
PPで解決

3つのPositionを2人で証明する

SQ
bad

SQに問題があること

KSQ

Exercise 1
これまでの流れをふまえて, 論題「THW legalize drugs.」に対し Case を Setting してみ
ましょう（余裕があれば Stance も考えましょう）.

2.2.2 Condition による微調整 -Plan Spike前項まで, Case の Hard/Soft によって利益/害が双方大きくなっていくことを見てきまし
た. しかし, 基本的には大きく変えたいけれど, 特定の場合, 対象についてはリスクが高す
ぎる(大きな Harm が生じる)といった場合も見受けられます. こうした場合は, 条件
(Condition)をつけることによって特にまずいもののみを例外として予め除外することが有
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効であることがあります.例えば, 日本において飲酒/喫煙の自由が認められていますが, 未
成年の身体には害が大きいため例外として禁止されています. 他にも車を運転する権利は
基本的にすべての人(18 歳以上)に認められていますが, 運転免許を持っている場合に限ら
れます. これは教習を受け, 適切な運転知識および技術を身につけるという段階を踏むと
いう Process を条件として課していることに相当します. 教習を受けずに運転をするとい
う自由が制限されるという Harm は, 危険運転による事故を防止するという Benefit と比較
して十分小さいため, Reasonable な条件であるといえるでしょう.
これらは Positioning の観点からは Soft 方向に微調整を行っていると考えられます. し
たがって過剰に条件を付与しすぎてしまうと, Case が Soft になりすぎてしまって本末転倒
になることもあるので気をつけましょう.
Exercise 2
論題「THW allow euthanasia.」において, Definition を「日本政府は, 末期患者が積極
的安楽死(投薬による自殺補助)を選択することを合法化する」とした場合を考えます.
Condition をうまく考えて Plan を作成してみましょう.

2.2.3 Opposition の Case -KSQ, Counter Proposalここまで主に Gov. Side からみた Case の話をしてきましたが, Opp. Side にとっても Case
の Positioning は重要な問題です. Gov.の, 論題が正しいという主張を否定するということ
(Policy の場合, ある政策 A を採択すべきでないことを証明する）は, 必ずしも現状を維持
するという手段に限られません. 提起された問題自体は否定せず, より Soft な政策 B で十
分だからそちらを採択するべきだ, または, 政策 A では問題を解決できないからむしろよ
り Hard な政策 C を採択すべきだといった Positioning が可能です. これを Counter
Proposal の提示といいます. 問題が明確で否定しづらい場合などには非常に有効です.
Counter Proposal の 提 示 は , (1)Counter Proposal を 提 示 す る こ と を 宣 言 す る
(2)Counter Proposal の内容を説明する(Gov.で Plan を説明するときの手順と同じで良い)
(3)Gov.の Proposal と同時採択不可能であることを説明する という手順を踏みます. (3)の
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同時採択不可能性(Mutual Exclusive)は, 問題を共有する手段が複数あるなら同時に採択
すればいいという反論を Gov.がした場合, 政策 A の採択自体は否定できず, Opp.の勝利基
準を満たせないことから必要になります.
とり得る Position が複数ある以上, どれを選ぶかを明示しないと Adjudicator は混乱しま
す. 現状維持を選択する際, 特に忘れやすいですがしっかりと明示しましょう.
Preparation Time 中に Gov.の Positioning を想定し, それに対して自分たちはどういった
Positioning が可能かを意識しましょう. Gov.の場合と同様, Opp.の Stance も Case の Size
を意識することが大切です（Argument のレクチャーでも説明があったと思いますが, ひと
言に現状維持をすべきといっても色々な解釈がありえます）.
Exercise 3
論題「THW allow people to sell their organs.」において, Opp.がとりえる Case につい
て考えてみよう.

2.2.4 注意点
1. ここであげた話はどれも, Gov.単独の話, Opp.単独の話ではありません. Gov.は Opp.の
とり得る戦略を, Opp.は Gov.のとり得る戦略を意識して Preparation を行うことが重要で
す. ただし, 相手の出方を意識するあまり自分の Speech を準備する時間がなくなった, 予
想が外れて頭が真っ白になったなどという事態になるのは避けましょう. 完璧な
Positioning などというものは存在しません. 時間がない時は, Best な戦略を探るのではな
く, 少なくとも Positioning の段階で負けが確定するようなものは避けるというくらいの意
識で十分だと思います. ただし, よく出題される論題については常日頃からよりよい
Positioning を探っておくといいでしょう. その論題だけでなく他の論題にも応用がきくこ
とが多々あります(自分なりの Cookie Cutter を鍛える 昨年のセミナーの Philosophy のレ
クチャー資料なども参考になると思います).
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2. Counter Proposal の有効性は Gov.の Case だけでなく Stance にも関係があります.
「THW raise the price of tobacco.」という論題において, Gov.が「喫煙は身体に害がある」
という問題意識のもと, 「喫煙者の数を減らすためにタバコの値段を上げるべきだ」という
Stance をとった場合, 「全面禁煙にして, タバコの売買および輸出入を禁止する」という
Counter Proposal を提出し, 「Counter Proposal を採用した場合, より健康を重視した社
会を実現できる」という Stance をぶつけることは有効でしょう. しかし, Gov.が「喫煙者は
非喫煙者と比べ, 医療保険を余分に使っているために不公平が生じている」という問題意識
をもち, 「公平性をたもつために, タバコの値段を上げるべきだ」という Stance をとった
場合には, 上述の全面禁煙の Counter Proposal は有効でないことが分かると思います. Gov.
の出方に応じて複数の返し方を用意できていると理想的です.
2.2.5 おまけ
ここでは, おまけとして過去の大会等で見て印象に残った Positioning 例を挙げておきま
す. 「THBT parents should have the right to choose the sex of their babies.」 という論
題で, 動作主体を中国とし, 一人っ子政策問題と交えて問題の深刻性を強化したという
Setting がありました. これはかなり倫理的なハードルの高い変化に対し, 親がこの性別を
選ぶという一見深刻性が見えづらい権利をうまく強化した例といえるでしょう. また女性
に対する Affirmative Action を経済的理由や宗教的理由など比較的女性の地位が低い場所
に Set し, 問題の深刻性を強化した例などもありました. 実際, Opp.でこういう Setting を
前にすると焦るかもしれませんが, Hard = Harm も大きいという視点を大切に対処しまし
ょう.
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3. 勝負どころの
勝負どころの見極
どころの見極めと
見極めと時間投資
めと時間投資
Debate において, 両サイドには等しい量の Preparation, Speech 時間が与えられます(当
然ですが). よって, 各議論の準備, 説明にどれだけの時間を割くかという方針の決定は, 戦
略上重要な意味をもちます. ここでは論題や自分のとる予定の Case/Stance に対して,
Allocation を効率的に行う方法を考えていきます.

3.1 Allocation -分散か, 一転集中か論題・Case によって, 影響を受ける対象の範囲は異なります. 様々な対象が影響を受け
る場合, 立てられる議論の数も増えていきます. それでは, 出来るだけたくさんの議論を出
すことが常に有利に働くのでしょうか. 多くの議論を出すことには, 幅広い Impact を確保
することができる, 相手の Refutation に対し Risk Management ができる・時間を割かせ
ることが出来るといったメリットがあります. しかし, 議論の数を増やしすぎると一つ一
つにかけられる時間は当然少なくなってしまいます. Debate では一つの強力な議論が, 他
の中途半端な議論全てを上回り, 勝敗の決め手となることが多々あります. 多くの議論を
出すことは良いことですが, 少なくとも一つは核になる強力な議論を作り上げる時間を確
保することも大事です.
Argument をどうやって分類するといいのか, という質問をよく耳にしますが, 基本的に
絶対的な正解はありません. 一つの Process から様々な Impact が生じる場合, 分かりやす
くするため Impact 毎に Signpost を置くのもいいでしょう. 逆に, 一つの核になる Impact
に対し, 複数の Process を用意し, それぞれに Signpost を置くのも有効です. このように
Argument の分け方は「分かりやすいようにする」という点にさえ気をつけていれば, 基本
的には自由です. ただし, 自分がどうやって Argument を分けたかを必ず Adjudicator に明
示する必要はあります(Road Map). 実際に, 自分で Adjudicator をやってみるとその重要
性がよく分かると思います. とにかく試行錯誤を重ねることが上達の近道です.
3.1.1 概念 / 軸
Argument を考える時に, 対立する概念を考えることが必要です. 例としては「環境 対
経済」,「権利 対 義務」などがあります. Cookie Cutter など, Gov./Opp.はどういう概念に
基づいているのかを考えると, Argument/Refute が作りやすくなり, Round の流れも読みや
すくなるため, 戦略が立てやすくなります.

8

“Strategy”

Lecture for JPDU Summer Seminar 2009

3.1.2 Target 分析(Stakeholder)
Target 分析を行う時に, Gov./Opp.は誰の利益を守るために戦うのかを考えることが重要
です. しかし, それだけでなく, どのキャラクター/視点は勝ちやすいかというのも考えて
おくと, Reply を事前に予想しやすくなると思います. 例として, 「THW ban smoking.」 と
いう論題で, Gov.は喫煙者の健康について, Opp.は喫煙者の自由について分析し, Impact で
は, Opp.は「個人は自分が幸せだと思うことを行う自由がある」と主張し, Gov.は「健康は
すべての土台であり, これを損なうことが自由を侵害される」もしくは「喫煙は中毒性があ
り, やめたくてもやめることができないので, これは自由を侵害している」と主張します.
そして, この争点ではどちらもほぼ同等に勝負できます. しかし, Gov.は受動喫煙の視点を
出すときに, 「どれだけ分煙が進んでも子供の受動喫煙のリスクを完全に回避することはで
きないし(家や道路などを完全に監視するのは不可能)」という話が出せますが, Opp.はこの
議論に対して対等な議論を出して勝負すること難しいです. よって, Gov.の戦略として, 喫
煙者の議論だけでなく, 非喫煙者の議論をより深めることは効果的だと考えられます. 一
般的に「国・社会・個人」,「国内・国際」,「政治・経済」,「本人・家族」などのキャラク
ター/視点が考えられますが,「誰の利益を守るために戦うのか」だけでなく, ｢どのキャラク
ター/視点は勝ちやすいか｣を考えてみることが戦略上必要となってきます.
Exercise 4
論題「THW impose chemical castration on sex offenders.」において, 「アメリカ政府
は再犯した性犯罪者に対して, 去勢する刑罰を課する」と Definition した場合を考えます.
Gov.の Argument について, Signpost と概略を考えてみましょう.

3.1.3 Keyword 分析
論題にある単語, そして主体や登場人物など, 論題自体や論題にある単語から発想でき
ることを分析する際には, その役割や存在理由などの Philosophy (いわゆる「そもそも論」
など→これについては 4.1.2 節を参照)を考えます. その時に, 辞書的な意味ではなく, 自分
たちに有利なように分析をすることが重要です. 特に Negative/ Bias がありそうな Image
は, 他のものと比べることでその Image を払拭することが大事になってきます.
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Exercise 5
論題「THW allow doping.」において, 「オリンピックでのドーピングの使用を認める」
と Definition した場合を考えます. Gov.の Keyword 分析を考えてみましょう.

3.2 対立点の見極め
Debate において, Gov.と Opp.は必ずしも全ての面で対立をするわけではありません. 共
通の目標を目指しながら, そこに至るまでの手段の優劣における対立(Counter Proposal も
この場合に当てはまりますね), 逆に, 同じ手段を用いてもその結果に対する分析の対立と
いった部分的対立が争点になることも少なくありません. この場合, 両サイドがシェアを
している部分の説明に時間をかけてしまうことは自分達を優位にしないばかりか, 時間を
浪費するという意味で, 不利な要素となり得ます. こういった事例をもう少し詳しくみて
みましょう.

3.2.1 Process 共有型の対立
ある議論の Process がある程度まで共有可能で, 引き起こされる Impact が争点となる場
合をみてみましょう. 例えば, 論題「THW ban advertising environmentally unfriendly
products.」において, Gov.が「環境に悪影響を与える商品の広告が禁止されれば, 売り上げ
が落ちるため, 環境問題が改善される」という議論を提出するとします. この議論は, 「広
告と商品の売り上げの間には強い相関がある.」という前提の説明が必要になります. 一般
にはこれらを丁寧に説明することは議論の強度を高めるため, 好ましいことです. ただし,
この論題の場合, Opp.が「商品の売り上げが落ちるため, 経済への悪影響がある」という議
論を大きく押し出してくることが多く, Preparation Time に予想することも困難ではない
でしょう. この時, Opp.の議論においても「商品の売り上げが下がる」という Process が共
有されているため, Gov.の前提を反論してくる Opp.は, 自分たちの議論と Contradiction を
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起こします. したがって, かなりの確率で「広告は商品の売り上げと関係があるか/ないか」
ではなく「経済と環境のどちらを重視すべきか」という Impact 部分の対立が重要になって
くると予想出来ます. したがって, この部分の議論の準備・説明に多くの時間を割くといい,
という戦略が立てられます.

3.2.2 Impact 共有型の対立
今度は, 目指す Goal が共通で, そこに至るまでの Process が争点となる場合を見てみま
しょう. 「THW send military forces to Myanmar.」という論題について考えてみます. Gov.
の最終的な Goal は「ミヤンマーの民主化」になることが多いです. しかし, Opp.も「対話
または経済制裁によって」の「ミヤンマー民主化」 を Goal として掲げる場合が少なくあ
りません. こうなると, 「民主化がいかに素晴らしいことか」という Impact 部分の説明は
Share されてしまうため, 自分のサイドが有利になることはありません. したがって「どち
らの方法がより確実に/迅速に民主化を達成できるか」
「どちらの方法がより犠牲者を抑える
ことができるか」などといった, Process 間の比較に関して準備・説明時間を割くといいと
いう戦略が導かれます.
Exercise 6
論題「THW ban advertising environmentally unfriendly products.」の Opp.の立場で,
「環境問題の改善」という Goal を Share できる議論を考えてみよう.

3.3 Round での修正
これまで説明した事柄は, Preparation Time で考え, Debate の中で修正していくもので
すが, 実際 Debate を行ってみると, シナリオ通りに進まないことはよくあります. 例えば,
Preparation Time で考えた相手の議論や戦略より良いものや, まったく想定していないも
のがくる場合などです. また, 自分やパートナーが説明不足のまま Speech が終わることも
考えられます. このような想定外の展開に対処する時に, 具体的に以下のような事柄を考
えることが大事です.
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1：Team line(Goal)
Argument は Team line を支えるものです. Team line を支える議論が何かを考え, それ
に対して Refute や Reconstruct を行いましょう. 例として, 想定外の Case や Goal が来た
ときには PM が Speech をしている時に, 最低限 Team line(Goal)を考え, それに応じて LO
が話す Argument を考えましょう.
2：生命線
できることならすべての議論に関して, Refute や Reconstruct を加えることが理想ですが,
それはあまり現実的ではありません. 3.1 項で述べましたが, Gov./Opp.それぞれに核となる
議論があります. それらや Team line を支える前提などの分析は, そのサイドの生命線とな
ります. 3.2 項で述べた事柄と合わせながら, 自分たち生命線は守りつつ, 相手の生命線を
崩していくことを考えましょう. すべてを守り, すべてを攻める必要はない時もあります.
3：POI の有効活用
POI は Consensus の形成や相手の議論を指摘するという役割がありますが, 例えば
Argument を説明している Speaker に対して, POI で「その議論には Uniqueness (または
Impact)がない」と言っても, 相手は「わかった, あとで説明するよ」と言われてしまうの
で, あまり効果的な POI とは言えません. 一方, 「相手の議論(例えば PM と MG や Refute
と Argument)の矛盾を突く」
や,「具体的な例(数値や事実)や比喩を端的に言って反論する」
,
「相手の Process や前提となる根拠を反論する」ことなどは, 短時間での説得力を増すので
戦略的な POI の例と言えます. 自分たちへの Refute に対する POI や相手の Argument に
対する POI の両方を行うことが大切です. また, POI を受ける側では, 相手の POI を予想で
きる時は受けても良いですが, 弱い議論になってしまっているときに POI を受けることは
危険です. ある程度 Speech 前に POI 予想した上で, 相手にペースを乱されないように気を
つけることが重要になってきます.

3.4 おまけ - Argument の強さ 詳細な解説は Argument のレクチャーに譲りますが, Argument の強さ
【Strength】
は, そ
の Argument の確からしさ【Probability】と【Impact】を掛け合わせたものと考えること
ができます. (期待値の考え方と同じです. )
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【Strength】＝【Probability】×【Impact】
そして, Impact は具体的には以下の 3 つを強化することで高めることができます.
① Quality

【Quality】

【Time】

その事象がどのくらい深刻なのか.
② Quantity
その事象がどのくらいの人々に影響を及ぼすのか.
③ Time (long term, short term)
その事象がどのくらいの時間続くのか.
【Quantity】
論題や Argument によって, どの Impact を押すのが有効なのか, Probability についてど
の程度詳しく説明するべきかなどに違いが出てきます. よって, 自分たちのサイドが有利
なものは何なのか, どこで勝負すべきなのかを考えて押し出していく必要があります. さ
らに, 不利なものについては, 反論を予想しておくと優位に立てます. 例として, 論題
「THW abolish nuclear power plant.」で, Gov.の「原発の事故が 1 回でも起きると被害が
大きい」という主張は, Quality や Time は押し出しやすく, Probability は反論されやすい
ことが予想できます.
ま た , 複 数 の Impact( 段 階 的 な Impact) が あ る 場 合 に も 達 成 し や す い 方 を 述 べ ,
Adjudicator の信頼性を得た上で, 次に証明が難しい Impact が大きい方を提示するという
方法もあります. これは Reply の時に, 証明が難しい Impact で勝負するのが難しくなった
としても (証明できていない or 効果的に反論されている), 達成しやすい Impact で勝負で
きるという利点があります. 例として, 論題「THW introduce environmental tax.」で, Opp.
の「企業業績が悪化し, リストラされて自殺者が増える」という主張は, 「企業業績が悪化
し, 派遣社員など弱い立場の人からリストラされる. 仕事を見つける時間がかかるので, そ
の期間は無給であり生活に苦しむ家族がたくさん出る. 再就職もできず不幸になる家族も
出る. 一家心中などの最悪な事態も起こりうる」のように段階的に主張した方が, 信頼性が
高くみせやすいです.
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4. その他
その他
4.1 印象操作
印象は, 本来論理的なものではないため, Debate においては重要度の高い要素ではあり
ません. しかし, Parliamentary Debate では説得力が重視されている（Manner を評価項目
として採用していることなども特徴）ため印象値も大きな意味を持ちます. Adjudicator に
与える印象を戦略的に操作する方法について考えてみましょう.

4.1.1 Bias のかかった表現
無愛想, 無口, クール. 同じ特徴を表す言葉ですが, それぞれ受ける印象が微妙に異なる
のではないでしょうか. 「無愛想」には Negative な印象を受け, クールには Positive な印
象を受ける人が多いのではないでしょうか. 逆に言えば, 表現に Bias をかけることで聞き
手に与える印象を操作することが出来るということです. これは, Parliament Debate にお
いても非常に有効な技術です. よく使う対立軸である Cookie Cutter について, 軸の両端に
位置する概念を, Positive な言葉/Negative な言葉の両方で説明できるようにしておくと,
どちらのサイドにたった時でも Adjudicator に自分たちに有利な印象を与えることができ
ます. それぞれに対応する例も用意できるとなお良いでしょう. 以下に, 自由主義国家(夜
警国家)論の例を付記しておきます.

4.1.2 曖昧な表現を自分たちに有利になるように分析する
3.1.3 節でも少し触れましたが, Debate 中, 主に Philosophy などで響きは綺麗であるもの
の, 意味が曖昧な言葉を耳にすることは多いと思います. 相手サイドが, 曖昧なことばを詳
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細な説明なしで使っていた場合, これを自分たちに有利に説明することで印象を変えるこ
とが出来ます. 例えば, 教育系の論題で, Gov.が「minimum standard の教育が全ての子供
に対して行き届いていない. 義務教育の理念に反していて, 憂慮すべき自体である. 」と主
張しているのをよく見ます. なんだか尤もらしい主張ですが, minimum standard の
minimum の部分が, 実際どの程度の水準を指しているのかが不明瞭です. こうした場合,
Opp.は minimum の意味を具体化し, 「分数の計算すら出来なくても豊かな暮らしをして
いる人だっている. 教育においての minimum standard は Gov.の思っているほど高水準な
ものではない.」として聞き手の印象を操作できます. 逆に考えれば, 曖昧な言葉を使うとき
は, 詳細な説明をつけないとガードが甘いとも言えます.

4.1.3 Introduction で聴衆の心を掴む
なにかと軽視されがちな Introduction ですが, 効果的に用いれば聞き手に好印象を植え
つけることが出来ます. 相手が明らかな格上で Adjudicator にある程度 Bias がかかってい
ることが予想される場合などにも有効です(お, コイツ意外とやるんじゃないか？と期待感
を持たせる). 実際の試合であった Introduction の好例を紹介します. 論題「THW amend
Article 9.」の LO, チームメイトを含む他の三人がネイティブレベルの英語力を持ち, 本人
は日本語英語という状況での introduction. 「このラウンドで私は唯一英語を流暢にしゃべ
れない人間です. しかし, だからこそ私がここにいることで, 私はノンネイティブにとって
のヒーローになれるのです. そして日本もまた国際社会において, 唯一軍隊を用いず平和
に貢献するという姿勢によってヒーローになり得るのです」 会場は物凄く盛り上がりまし
た. 更に自分たちの Stance も効果的な形でアピール出来ているため, 非常に効果的です.

4.2 証明責任の押し付け
証明責任は一般的には Gov.に帰属するものですが, 状況や見せ方次第では Opp.に帰属さ
せることも可能です. たとえば, 悪魔の証明と呼ばれるテクニックを用いると「神は存在す
る. なぜなら神が存在しないという証拠はないからだ.」として相手に証明責任があるよう
に見せることが可能です(これは極端な例ですが…). より現実的な例としては, Opp.が現状
を肯定的なものとして分析し, これを維持するべきであると分析してきた場合は, 現状が
肯定的なものであるという分析に対し証明責任が発生しているため, これを果たせなかっ
たから Opp.の負けであるという訴えが可能になります.(They have failed to prove ～とい
うフレーズを聞く機会がよくあるかと思います). また, Opp.が現状の問題を認めたのに,
解決策を何も提示しなかったという訴えは Asian Style の Debate で特に有効です. 論題の
性質からどちらのサイドがどの程度の証明責任を負うかはある程度予測可能なので,
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Preparation Time から意識するといいでしょう. 証明責任を論じる際, よく使う考え方と
して, 以下のようなものがあります.
・Uniqueness： 政策に代替案はないのか 相手の議論は今回の Plan に固有か
・Necessity： そもそも本当に問題なのか 変える必要はあるのか
・Workability： 政策(または現状維持)による問題解決のメカニズムはうまく機能するの
か
・Justification： 正当化のできる政策であるか
Exercise 7
論題「THW allow corporal punishment in school.」の PM の立場で,相手へ証明責任を
押し付けて, 戦略的に上回る方法を考えてみよう.

4.3 人物観察
「自分たちサイドの主張（＝論題の正誤）が, 相手サイドの主張よりも正しいことを,
Adjudicator に納得させる」ことが Debate での勝利条件である以上, どのような相手と対
戦しているのか, どのような Adjudicator を説得しようとしているのかは非常に重要な要素
です. 相手の雰囲気などから Leader または Member の力量が劣りそうならば重点的に攻め
る, Adjudicator の年齢, 性別, 頷き具合などから好みを判断し, 評価が得られそうな点を
重点的に説明するなどの戦略が考えられます.

4.4 ルール
確認するまでもないですが, Debate の勝敗はルールに基づいて判定されます. 大会や
Style 毎に意外と基準が異なっていることも多いので, ルールは熟読し, それに併せて戦略
も修正しましょう.
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5. 最後に
最後に
Strategy にはスマートなイメージがありますが, 実はもっとも経験と練習量がものをい
う領域です. 普段の練習から戦術的な視点を心がけ試行錯誤を繰り返し, 自分なりの
Strategy の完成に尽力してください.

6. この資料
この資料について
資料について
この資料は JPDU Summer Seminar 2008 の「Strategy」のレクチャー資料を著者の許可
を得て, 加筆・修正したものです.
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