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1. Role of Opening Half 
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OGのロールは基本的にNAと同じ 

Prime Minister 

 ・Define the debate 

 ・Present argument 

Deputy Prime Minister 

 ・Rebut opposing team’s argument 

 ・Develop own team’s case 
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OOのロールは基本的にNAと同じ 

Opposition Leader 

 ・Establish the clash 

 ・Rebut proposition team’s argument 

 ・Present arguments 

Deputy Leader of the Opposition 

 ・Rebut proposition team’s argument 

 ・Develop own team’s case 
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OG・OOの目標は 
4チームの中で1位を取ること 

North American Style 

OG OO 

N/A N/A 

British Parliamentary Style 

OG OO 

CG CO 
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2. How to Prep 
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NA+1位になるにはCG/COよりmotionの 

肯定・否定に貢献しなければならない。 

Opening Halfの
すべきこと 

Closing Halfの
順位を決定す
るfactor② 

Closing Halfの
順位を決定す
るfactor① 

New Contribution 

New 

wording/actorの
分析の徹底 

相手の言ってくる
ことにあらかじめ

clash 

Important comparison 
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Wording/Actorの分析の徹底とは? 

 

9 



なぜ、どんな意図を持ってACはこのmotionを
作っているのかを考える。 

THW never prosecute exorcists, priests, and witch 
doctors for any injuries and accidents that occur 

from their performance of rituals. 

(Gov) 

prosecution/exorcists/priests/witch doctors/ 

religious people/community/secular society… 

 

wording/motionによって影響を受ける主要なactor
をもれなく分析しcharacterizationする! 
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相手の言ってくることにあらかじめ
clashさせるとは? 
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keyとなるclashを見つけてmotionを 
肯定・否定する。 

clash 

相手サイドと主張に相違
があるイシュー 

 

 

 consensus 

いくら時間をかけても
motionを肯定・否定する
ことにつながらない。 

 

プロセスは以下の通り 
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まずは相手の主張をプレパで考える
ことから始めてみよう! 

 THBT freedom of speech should include freedom to 
offend. 
(Gov) 

1. Oppの主張を予想 
offensive speechによってharmを受ける人々↑ 

2. 反対すべきイシューと判断 
3. 1をつぶす話をPMから話す 

  
  

より深い議論が可能になる! 
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比較するとは? 
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比較するときのコツは2つある。 

1. 相手の話が立っていると仮定する 
 

2. 共通の基準を出す 
  -quality 
(どちらが重要なrightを守れるのか) 
  -quantity 
(どちらが多くの人を救えるのか) 
  -alternativesの存在 
(相手の守りたい価値観のuniqueness)... 
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比較してみよう! 

THBT the state has a right to spy on its citizens. 
(Gov) 

the rights to be free from terrorism  

          vs. the right not to be seen by aliens 

   

impactのtangibilityでcomparison 

 (=right to life is the basis of the privacy) 
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OGになってもあせる必要はない! 

• OG is almost universally acknowledged to be 
unpleasant, stressful. 

 

• 他の3チームにほとんど影響されない 

(他の3チームは臨機応変に対応せざるをない)   

• Do it right, and the other three teams will be 
fighting it out for second, inside the box that 
you’ve built around them. 

出所: Monash Debating Review Vol 4 2005を基に作成 
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3. Structureに関するTips  
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サインポストをmotionのwordingに 
忠実かつなるべく具体的に作ろう。 

 

• Opening Halfが何を証明したかをジャッジが
議論する際にargumentのheadingとして用い
られる可能性が高い 

 

• argumentを証明したいこと毎に細かく分けて
サインポストするのも有効 
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4. POIに関するTips 
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Opening Halfによる効果的なPOIの
offering 

前提:目的意識を持ってPOIをofferする 

 

①自分たちのargumentの不足部分を補う 

②closingの話と自分の話をclashさせる 

 

Openingのcontributionをジャッジに思い出させ
るPOIを立つようにすると効果的! 
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Opening Halfによる効果的なPOIの
acceptance 

 

・相手が何を言ってくるか分からないときは早め
にPOIを取って出方を探る。 

 

・なるべく強そうなチームから取る。 

①上手く返せばジャッジの印象が上がる 

②key issueに絡めるチャンス 
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同サイドのクロージングのPOIからマ
ターを盗む。 

 

同サイドのクロージングのPOIはExtensionが絡
んでいる可能性がある。 

 

新しいideaがPOIとして提示されたらDPM/DLO
は必ずそのpointをオープニングのマターとして

具体化して話すべき! 
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5. 最後に 
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Build your confidence! 

Confidence is everything in debating. 
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Any Questions? 
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