
Marina Nakamura (ICU) , Yuki Oka (Keio) 



Rule of BP Novice 2013 
 British Parliamentary style 

 Preparation Time : 15 min 

 Speech : 7 min 

 POIs are allowed between 1 and 6 min. 

 7:10でペンを置いてください。 

 7:15を超えてスピーチを続けた場合は、減点の対象と
なることがあります。(Not automatic) 



Who are adjudicators? 



Who are adjudicators? 
 -decide ranking, explain the Reason for decision 

 (各チームの差) and provide constructive feedback to    
debaters 

 

 -average reasonable person(debaterの言っていることを
全て鵜呑みにはしない) 

 

 -non-biased (ex; 勝手にunfairなburdenを設定しない) 

 

 -do not use specific knowledge 
 



How to decide ranking 



How to decide ranking 
 ラウンドを通してどのチームの議論に説得されたのか。 

 

 -No automatic win or loss 

 -Be comparative, holistic and specific 

 

 そのチームの存在によってラウンドがどう変化したのか。 

 Gov/Opp benchとして勝つため(motionを肯定/否定す
るため)に必要な議論にどれだけ貢献できていたか
→Contribution  

 

 

 



Criteria of ranking 



Criteria of ranking 
 (A) Matter (ex ; Argument/ Reasoning / Examples  

/ Relevancy / Refutation / POI)  

 

 (B) Manner (Structure / Packaging / Body 
Language / Time Management / Word Choice)  

 

 (C) Role Fulfillment  

 

 (D)Technicalities  

 



(A) Matter 
 Matter に関しては他の Format と大きく違うところがあり
ません。 

 主張が理由によって支えられているか(Reasoning)、説得
力を深める例やケーススタディがあるか(Examples, Case 
Studies)、モーションとの関連性があるか(Relevancy)、

モーションの単語や登場人物等に独自の特徴が説明さ
れているか(Uniqueness)等を総合的に判断してください。  

 



(B) Manner 
 Manner に関しても、他の Format と大きく違うところはあ
りません。 

 構成が分かりやすく、言いたいことが効果的に伝わってい
るか(Structure / Packaging)、アイコンタクトやジェス
チャー等が効果的か(Body Language)、時間を守ってス
ピーチを構成しているか(Time Management)、効果的な
言葉を使っているか(例えば、Opening との差別化、細か
いニュアンスを伝えるための Vocabulary 等)(Word 
Choice)等を総合評価してください。  

 



(C) Role fulfillment 
Roleを果たしていないスピーカーは減点対象になり得
ます。 

しかし、自動的に負けにしないでください。 

 

Role fulfillmentをRFDとして使用する場合は、その
チームのcontributionや他のチームにどのような影響
を与えたのか説明してください。 

 

あくまでHolisticに各チームを比較してください。 

 





-Extension① 
 オープニングのチームが説明していない、ベンチとして
勝つのに必要な分析。 

 それまでになかった分析で、かつ議論に貢献していると
判断されれば Extension になります。 

 S/Q, A/P, Impact の全てがある必要も、
Abstraction/Analogy/Applicability の全てがある必要
がなく、いわゆる古典的な Argument という概念よりも広
い概念です。 

 Ex ; mechanism, characterization, analogy, refutation, 
context… 



-Extension② 
 Extensionの評価 

 

自サイドの勝ちに貢献しているかどうかを考えてください。 
 

Ex) Extensionが新しい視点でも、Motionを肯定／否定し
ていなければラウンドに貢献しているとは言えません。 
→低評価 
 
Ex) Extensionが全く新しくなくてもオープニングのデッド
ロックを解消しサイドの勝ちに貢献した。 
→高評価 

 



-Whip 
 1) to summarise the round 

 2) to highlight extensions(showing the importance 
of extensions ) 

 3) to refute to the opponents 

 

※Gov Whip is highly discouraged to provide new 
substantive arguments. 

※Opp Whip is prohibited to provide new 
substantive arguments. 

 



(D) Technicalities 
 Speechの順番を考慮する。 

 

 Ex ; COがOGの議論を崩したとしても、必ずしも
OG<COというわけではない。 

→OGはCOに反論する機会がPOIに限られている
ので、OGとCOのもともとの議論の質を比べましょう。 

 

 



Other issues 



POIs 
 BP Format に関しては POI(Point of Information)
が重視されます。 

各スピーカーは、POIに積極的に立つことと POI を積

極的にとることが期待されており、評価の対象になり
ます。したがって、ジャッジとしては各スピーカーの 
POI の回数は POI の内容も記録し、それも最終的な
評価対象にして下さい。 



Knifing 
 ナイフィングとは、クロージングがオープニングとコントラ
することを指します。 

 ナイフィングしたという事実は、そのコントラがケースのど
れほどコアな部分にあるのかを考慮し、それに合わせて
考慮の程度も変えます。 

 i.e. スタンスにがっつりコントラ→ × 

      大切でないとこで小さなコントラ→ △ 

 

自動的に４位ではなく、あくまで一つの考慮する要素。 



Process of adjudication 



Process of adjudication 
 -discussion → consensus (どうしてもconsensusが取
れない場合のみvote) 

 

 ０分～ 個人で考える 

 ５分～ 順位の共有(Panel → Chair) をし、
discussion 

 １５分～ Vote&点数決定 

 ２０分～ Oral feedback 

 ３０分～ 退室 



Tips for adjudication 



Tips for adjudication 
 -ラウンドのフローを細かくとる 

 -Reasonを考えながらジャッジする 

 -チーム間の差を説明する時はできるだけ複数の
criteriaを用いる 

 -debaterの議論が、どこまで証明していて何が不足し
ていたのかを細かく説明する 

 -自分のdecisionに自信を持つ 

 -Be friendly :) 



 Scoring 
 

 JPDU Tournament と同一基準とします。 

 Range : 65～85 

 「このスピーカーが2人いたら○位くらい」と仮定してス
コアをつけてください。 

スコアと順位は必ず一致するようによろしくお願いし
ます。 



65～67 Extremely Poor 
 この大会において毎回4位をとってもおかしくないほ
どのスピーチ。 

英語が著しく伝わってこない、何を言っているのか非
常に分かりづらい。 

 

※この点数はつけてもいいですが、よほどひどかった
ときのみにして下さい。  

 



68～70  Poor 
毎回3位や4位をうろうろするであろうスピーチ。 

内容が、Spirit of motionとあまり関連性を有してお
らず、論理も飛んでいる。 

デリバリーはかなりわかりにくく、Roleが果たせていな
い。 

 

※ひどいと思った時は付けて構いません。 

 



71～73 Below Average 
 3位前後を平均的にとるスピーチ。 

 Spirit of motionと議論の内容との関連性があるが、

不十分だったり、薄かったりする。論理は一応あるも
のの反論ですぐくずされてしまう。 

デリバリーは分かりにくい。 

 Roleはある程度果たせているものの、不十分なところ
がある。 

 



74～76 Average 
 2位~3位を平均的にとるであろうスピーチ。 

 Spirit of motionとの関連性が全体的にある。 

論理もある程度とおっている。弱い反論では切れな
い。 

言っていることは殆どわかる、ただ少し説得的である
程度。 

 Role は最低限にはこなせている。 

 



77～79 Above Average 
                              (likely to break) 
 2位前後をコンスタントにとるスピーチ。 

下のような長所が１つ以上ある。 

 Spirit of motionからずれがない内容。 

論理は強く、なかなか反論では崩せない。 

デリバリーは説得的である。 

 Roleがしっかりとこなせている。 

 

 



80～82 Good (QF～SF Level) 
 1位や2位をコンスタントにとれるであろうスピーチ。 

 Spirit of motionに則した内容が多い。 

欠陥が見つけにくく、反論では崩しにくい。 

言いたいことがしっかり伝わりかなり説得的。 

長所が多い。 

 Speaker Prizeに入ってもいいと感じる。 

 

※良いと思った時は付けて構いません。 

 

 



83～85 Excellent (GF Level) 
毎回1位をとってもおかしくないレベル。 

内容はほぼ完璧で、優勝を期待できる。 

欠陥はなく、感動に値する。 

 Speaker Prizeに確実に入ると考えられる。 

 

※とても良いと思ったときは付けて構いません。 

 



              Any questions? 


