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第三回 JDA 日本語ディベート大会決勝戦
「日本国は死刑を廃止すべきか？」
JICA ディベート研究会 vs. 山形大学

編集：安藤温敏

■はじめに：臼井直人

それでは、トーナメントディベーターの部の決勝戦を始めたいと思います。（拍手）

肯定側が JICA ディベート研究会、そして、否定側が山形大学チームです。論題は、「日本国は死刑を廃止す

べきである」。

肯定側に立ったディベーターは、それを肯定する形で、基本的には、死刑を廃止するところから来るメリット─利

益を主張するという形で、論題を肯定するスピーチをしていきます。それに対する否定側は、それを否定する、

「死刑は続けるべきだ」という立場で、議論を展開していく、という形になります。

決勝戦のジャッジを発表いたします。

まず、飯田浩隆さん、日立製作所の方です。

九州大学、角松生史さん。

ワーナーランバート社、佐藤義典さん。

都立王子工業高校、瀬能和彦さん。

東芝、篠智彰さん。

日本総研、古宅文衛さん。

そして最後に、科学技術庁、安井省侍郎さん。

この 7 人によって、ジャッジがなされます。

それでは、決勝戦を始めましょう。まずは、肯定側第一立論、6 分間でお願いいたします。

■肯定側第一立論：植嶋卓巳　JICA ディベート研究会

それでは始めさせていただきます。

我々肯定側は、日本国は死刑を廃止すべきであると主張します。

まず、プランとして、我々は、現行日本国の刑法およびその他、死刑を法定している法律を改正し、死刑を刑罰

体系から除去することを提案します。このプランを採用することにより、死刑制度の存在にともなう、次のような 3
つの間題を解決することができ、かつ、さらに、後ほど述べるように、付加的な三つのメリットを得ることができます。

まず、3 つの問題点から見ていきます。

間題 1：道徳律に反する。

第一は、倫理的な間題です。すなわち、死刑制度は、殺人を絶対的な悪とする道徳律に反し、かつ、残虐な刑

罰を禁じた人類の普遍的規範にもとるものです。この問題には 2 つの側面があります。

間題 1 の 1：殺人が絶対的な悪である以上、国家が殺人を犯すことは、許されません。もと最高裁判事の団藤氏

は、1994 年の著作「死刑廃止論第 4 版」において、次のように述べています。

（引用開始）「犯罪の事実面は不合埋の世界、不正の世界ですが、刑罰を科するという規範面は、合埋性の世
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界、正の世界でなくてはなりません。不正に対するに正をもってするのが刑罰でなければなりません。犯人が被

害者を殺すのは不合理の世界であって、これと同じレベルで国が死刑によって犯人を殺すことを考えることは許

されません。」（引用終わり）

我々は、この団藤教授の見解と意見を共有いたします。

また、これは単なる観念論ではなく、国家が殺人を犯すということにより、現実に殺人を誘発するという現実の間

題を引き起こしています。この点については、後に、問題の 2 を紹介するところで触れます。

次の問題にうつります。

間題 1 の 2：死刑は、肉体的にも精神的にも残虐な刑罰であります。

死刑の現場は、ここで具体的に描写するこことはあえて避けますが、極めて惨たらしく正視に耐えないものであり、

しかも完全に絶命するまで 10 分以上もかかると言われています。死刑因の遣体を、国が遺族に見せたがらない

といわれるのもむべなるかなと思われます。また、いかなる殺し方をするにせよ、処刑に至るまでの間の精神的

苦痛は極限的なものであり、極めて非人道的であります。

以上の倫理的な理由、すなわち、死刑は国家による殺人であり、かつ極めて残虐な行為であることから、その存

在はもはや許すべきでないと我々は主張します。

次の大きな論点に移ります。

問題 2：犯罪抑止のために、有害無益である。

間題の第二は、死刑が、刑罰として、有害無益であるということです。要するに目的合理性がないということです。

これには更に 2 つのサブの論点が存在します。

問題 2 の 1：死刑には犯罪抑止力はない

これまで、死刑の犯罪抑止力を統計的に証明しようとする試みが多数なされてきていますが、いずれも証明する

にいたっていません。カリフォルニア大学のアーチャー教授ほかは、1984 年の著作「暴力と殺人の国際比較」

（目本評論社、原著 1984 年）において、死刑廃止前後の殺人率の変化を国際的に比較する研究を行い、110
の国々と 44 の主要都市における犯罪と暴力のパターンを 1900～1970 年までにわたるデータ集に基づき分析

を行いました。その結論として、次のように述べています。

（引用開始）「用いられる限りの証拠では、抑止効果はまったく存在しないということが示唆されている。そしてた

しかに、死刑制度を正当化するような、その強さからも規模からも十分なものを示すほどの抑止効果は存在しな

いのだ。」（引用終わり）

なお、死刑の犯罪抑止力を考える場合、単純に、犯罪抑止力があるかないかだけを間う問い方は妥当ではあり

ません。そうではなくて、死刑によらなければ、実現しえない程の抑止力があるのかということが本当に検討され

るべき間題であり、もし死刑廃止に反対するのであれば、廃止反対論者は、その点を論証する義務があります。

次の問題に移ります。

間題 2 の 2：死刑は、犯罪を抑止しないばかりか、犯罪を誘発することがある。

明治大学法学部教授の菊田幸一氏は、その著書「いま、なぜ死刑廃止か」の中で、自殺を願望するものが人を

殺すことによって死刑を願望するということがあり、死刑の存在が犯罪を誘発することがあると述べています。

また、死刑をおそれる余り、犯行の発覚を防ごうと第二第三の殺人をおかすこともあります。明大の菊田教授の

同じ本によれば、ピストル連続射殺事件の永山則夫も、そのように述懐しているとのことです。

また、冒頭、国家が殺人を犯すことは道徳律を自ら破り、それをおとしめる行為だと述べましたが、これにより現
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実に、殺人が誘発されているということは、ラントールという人の、研究者の 1980 年における研究によって、実証

されています。すなわち、先程紹介したカリフォルニア大学アーチャー教授の署書において、次のように紹介さ

れています。

（引用開始）「ラントールは、また短期間におけるパターンを検証し、死刑執行が著しく多く行われた時期に続い

て殺人率の増加が生じることを見いだしている。」（引用終わり）

間題 2 の 3：死刑は、犯罪者に罪を償う機会を与えない。

死刑は、本人に罪を償う機会を与えないものであり、報復よりも教育と社会復帰を重視する現代の刑事司法制

度の精神と相容れません。

以上 3 つの理由、すなわち、死刑には抑止力がないばかか犯罪すら誘発する効果があり、犯罪者から罪を償う

機会すら奪うという意味で、死刑は刑罰として、目的合理性を欠き、有害無益であると主張します。

3番目の大きな間題に移ります。

間題 3：死刑には刑罰として根本的欠陥がある。

間題 3 の 1：誤判により処刑された場合、取り返しが付かない。

裁判を神ならぬ人間がおこなう以上、いかに注意深く審議したとしても、あやまちを絶無にすることは不可能であ

りますが、他方、間違いにより人を殺すことほど大きな不正義はありません。よしんば全く誤判の可能性がないと

しても、次の問題が存在します。

間題 3 の 2：死刑の運用は恣意的たらざるを得ず、不平等な刑罰である。

明大の菊田教授は、「いま、なぜ死刑廃止か」という著書において、次のとおり述べています。

（引用開始）「三井明・元裁判宮は、自らの経験として、『これはこの裁判官がやったから死刑になったが、他の

裁判官がやったら死刑にならなかったのではないか』という死刑判決基準のばらつきがあったことを報告してい

る。」（引用終わり）

死刑と無期懲役の間には、生きることを認められるか、殺されるかという実に大きな差があります。にもかかわら

ず、そのような大きな差のある二つの量刑をわかつ、明確な境界線がなく、被告の弁護士の能力や裁判宮の心

証次第で量刑が決まるというのは、実に不合理といわざるを得ません。

以上の 2 つの埋由、すなわち、誤判が生じた場合取り返しがつかない刑罰であること、また無期懲役刑との間で

恣意的な運用が不可避であるということから、刑罰として危険性、不平等性といった根本的欠陥があると主張し

ます。

次に、我々のプランを採択することにより得られるメリットを整理します。

第一に、上に述べた…先に述べた三つの大きな問題がすべて解決されます。

第二に、それ以外に次のような追加的なメリットが得られます。

追加メリット 1：死刑の廃止により、死刑を執行するという、非人問的この上ない仕事から刑務官を解放することが

できます。

追加メリット 2：また、死刑の廃止により、死刑の執行によって発生する、死刑因の家族、友人の悲しみという新た

な悲しみの発生を防ぐことができます。
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追加メリット 3：更に、死刑の廃止により、刑事司法制度が負担している膨大なコストを軽滅することができます。

ひとたび死刑事件が提起されるや、その審議に慎重を期せんがために、膨大な労力と時間とコストがかけられて

いるのが実情であり、それによって、裁判全体の迅連性と確実性が失われています。これは、見逃されがちでは

ありますが、死刑制度によってもたらされている一つの大きな問題であり、これも、死刑廃止によって除去するこ

とができます。

■反対尋問（加藤→植嶋）

（臼井）それでは、否定側より、反対尋問、3 分間です。

加藤：それでは質問させていただきます。まず、3 つの問題点があるということですが、その 3 つの問題点を説明

してください。

植嶋：問題 1 はですね、道徳律に反するということです。問題 2 は…大きな問題ですね…

加藤：はい。

植嶋：…犯罪抑止のために、有害無益、すなわち、目的合理性がない、ということです。それから、3番目は、刑

罰としての根本的な欠陥がある…危険性、不平等性、ということです。

加藤：では、1番目の道徳律に反するということですが、これは、どうして道徳律に反するのですか？

植嶋：殺人というのは、絶対的な悪である、ということは、ご承知の通りだと思いますが、それと同じレベルのことを、

国家が行うということで、…と思います。

加藤：国家が、殺人を犯した人、つまり、犯罪者を殺すことがいけないのですか？

植嶋：言う通りです。

加藤：しかし、その…殺人を犯しているという…犯罪を犯しているんですよね、その人は、実際に。

植嶋：…どの人がですか？

加藤：死刑囚というのは、それだけの犯罪を犯したから死刑になるわけですよね？その人を、死刑に処するとい

うことが、道徳律に反するということですか？

植嶋：国家が行っている…要するに、殺人というのは絶対的な悪という風にいわれているわけですから、それを

国家というものが行うことは、同じレベルに行うというので、…よくないことです。

加藤：それから、2番目ですけれども、目的合理性がない、ということですが、これは、具体的に目的合理性とい

うのはどうして目的合理性がないんですか？

植嶋：要するに、死刑というのは、一定の抑止力があるから、あるいは、威嚇力があるから、ということで、その存

在が支持されていると思いますけれども、我々は、その、死刑には犯罪抑止力がない、という点、それから、逆に、

犯罪を誘発すらする可能性がある、それから、現在の刑法の目的である教育・教化といったことの機会を奪って

しまう、そして、罪を償う機会を奪ってしまう、という意味です。

加藤：それでは、死刑囚は、死刑にならないと…死刑になれば…死刑を執行されると、反省しない、ということで

すか？死刑を…反省しない、ということが問題なのですか？

植嶋：ちょっと質問の意味が良く分からないのですが。

加藤：教育的な意味がある、ということですけれども、これは、死刑が教育的な意味がない、ということなんです

か？

植嶋：現在の刑法は、その…、被告あるいは犯罪者に対して、教育を行うことを、目的としていると称しています。

従って、命を奪ってしまっては、その教育・教化の機会というのは全くなくなってしまう、ということになると…（時間

です）

加藤：ありがとうございました。

■コメント（臼井直人）

ディベートの議論というのは、比較…基本的に、ある一つのプラン─ここでは死刑廃止、ということなんですけれ

ども、それから生ずるメリット、デメリットを比較することによって勝敗を決める、という風な原則になっています。そ

して、今回の第一立論、肯定側の立論では、そのメリットはこの様なものがある、というのが、説明していました。
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大きく分けて三つ、そして付随する形で三つという風な形ででていたかと思います。一つは、殺人というのが究

極的に悪いものだ、例えば、国家は殺人を犯すべきではない、そして、プランを採って死刑をやめることができ

れば、そういう国家の殺人を防ぐことが出来る、そういう風なことですね。そしてまた、死刑というのは、非常に残

虐であるので、それを、そういう、倫理的に悪い、ことというのを、止めることが出来る、そういう風なメリットを出し

ています。二つ目に、本来、まあ、刑罰というのは、犯罪抑止、犯罪を止める役割がなければいけないんですけ

れども、それが、ない、そしてなおかつ、死刑というのは、逆に、犯罪を誘発してしまう恐れがある。自殺をしたい

人が、なにかその…自殺が出来ないがために、死刑を…死刑相当刑を犯すことによって、犯罪を逆に増やして

しまう、と。まあ、実際そういうデータもある、という風なことを言っていましたね。死刑をやめれば、その様な意味

での犯罪が、なくなる。そして、三番目には、冤罪によって死刑になっていってしまった場合、それは取り返しが

つかないことになってしまうということで、死刑をやめれば、仮に冤罪になったとしても、まあ、殺してしまってから、

あとで、どうしようもなくなってしまう、そういう状態を防ぐことが出来る。そして、追加メリットという風な形で、実際

に死刑を執行を行う刑務官の心理的な負担、そして、死刑囚の家族の悲しみ、そして、死刑の裁判というのは、

非常に審議に正確を期さなければいけないという、時間がかかるので、そのコストも倹約できるという、以上、大

小含めて 6 つのメリットをもって、このプランを採り上げるんだ、という風なことを肯定側は言っていました。

その次に行われた反対尋問というのは、その肯定側の議論に関して、非常に論理的に、例えば、弱いところ、そ

ういうところを、質問によってジャッジに説得していこう、という、そういうために行われる一種の質疑応答です。例

えば、否定側は、本当に国家…殺人というものが窮極的に悪であるならば、それを犯した犯罪者は一体どういう

風なことになるのか、というところを突いてきているわけですね。肯定側はそれに対して、究極的な悪であるから

こそ、国家が犯しては行けない、そういう風なところで議論がぶつかっている。じゃあ、今後のディベートで、その

部分が一体どういう風になっていくのか、というのが、このディベートがだんだん面白くなっていくところの一つ

じゃないかと思われますね。大体こんなところで、フェアでしょうか？（笑）今は、否定側、肯定側に両方共 10 分

間、準備タイムが与えられています。そして準備タイムを終えまして、否定側の第一立論が、これから始まります。

6 分間です。

■否定側第一立論：武田裕美　山形大学

先ず初めに、肯定側のプランから生じる弊害を一つと、その後に、肯定側が提示しましたプランの方について

移っていきたいと思います。…その前に、ちょっとサンクスワードをやらせていただきます。

今回、私たちはこの様な大きな所に立ったのは初めてなのでとても緊張しているのですが、この様な素晴らしい

機会を与えてくださった JDA の皆様に感謝したいと思います。ありがとうございます。（拍手）

よろしいでしょうか。

弊害：犯罪増加。

A として、人間は生命を本能的に欲している為、死刑には強い犯罪抑止効果があります。

朝日大学法学部教授、三原先生は 90 年にこうおっしゃっています。

「（小野清一郎博士の主張によると）人間は本能的に生を欲する。『一人の生命は全地球より重い』というのも、個

人の生命欲のやるせなさから出てくる。そうである限り、死刑の存在は罪を犯そうとする者にとっては、大きな心

理的抑制力をもつ。もしろん死刑を廃止したら翌日から凶悪な犯罪が続出するなどというものではない。長期に

わたって、死刑の存在が人間の本能そのものを抑制する。社会的心理的なコンプレックスを形成するのであ

る。」

B として、死刑廃止によって犯罪が増加します。

筑波大学教授の小田先生は、94 年にこうおっしゃっています。

「団藤重光氏が『死刑廃止論』で、『死刑に犯罪抑制力はない』と述べていることから、一見これは定説となって
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いるように見えます。しかし、死刑の抑制力（デテラント・エフェクト）についての文献をみれば、必ずしもそうはい

えないことがわかります。というのも、現在では、せいぜい死刑の犯罪抑制力について統計的に証明できるか、と

いう問題をめぐって賛否の議論があるだけだからです。たとえば、アメリカの犯罪研究者であるＳ・スタックは、多

くの社会科学者が主張する、死刑に犯罪抑制効果はないという考えに対立して、死刑執行が公表された場合、

それは強い殺人抑制力を持つと論じました（一九八七年）彼によると、広く公表された死刑執行は、一九五〇年

～八〇年の間に少なくとも四八〇人の無辜の人命を救ったとされています。」

続いて、ケースの方に移りたいと思います。

まず、彼らは、死刑は国家による殺人、ということを申しました。しかしながら、最高裁判決によっては、死刑は合

憲と下されています。

中央学院大学教授の重松さんは、95 年にこうおっしゃっています。

「『憲法 13条においては、すべての国民は個人として最大の尊重を必要とする旨

を規定している。しかし同時に、同条に於いては、公共の福祉という基本的原

則に反する場合には、生命に関する国民の権利といえども、立法上制限乃至剥

奪せられることを当然予想しているものと云わねばならぬ』、『死刑は窮極の

刑罰であり、また冷厳な刑罰ではあるが、刑罰としての死刑そのものは、憲法

36条のいわゆる残虐な刑罰にあたらない』」

ですから、死刑は国家の殺人とは言えないのです。

さらに、彼らは死刑に犯罪抑制力はないと言いましたが、これは弊害の方を適用してください。

さらに…続いて…彼らは、死刑の…贖罪の気持ちを無くすということを論じましたが、これはまず、死刑…その、

贖罪の気持ちというのは、死刑だからこそもたらすのです。死刑があるからこそ、犯罪者は贖罪の気持ちを持っ

ているのです。

ですから、2番目として、もし…これは反転です。プランの死刑廃止によって、死刑囚の贖罪の気持ちがなくなり

ます。

産経新聞論説委員の飯田さんは、93 年にこうおっしゃっています。

「法務省幹部からの電話は『最近死刑の執行がなく、外部から死刑がなくなるらしい、との情報を得た死刑囚か

ら”自分たちは助かるらしいが…”と質問を受け刑務官が答えに窮している』との指摘である。心からの反省と自

分が手にかけた被害者への贖罪の気持ちから明鏡止水の境地に達していた死刑囚も、生への気持ちがわいた

とたん心の落ちつきを失い、贖罪の気持ちが薄れたようだ、との見解だ。」

さらに、彼らは、誤判の場合死刑だと困るということをおっしゃいましたけれども、現在日本では、誤判の可能性

はほとんどゼロであります。

これは、帝京大学教授の藤永さんが 96 年にこうおっしゃっています。

「しかし、わが国の死刑制度の運用は、世界の存置国の中で最も明確な基準を有し、公正で慎重になされてい

る。凶悪犯が増加しつつあるとの印象を免れない最近の犯罪情勢の中でも、死刑が言い渡される率は、通常の

殺人罪では 0.25パーセント（400 人の殺人犯のうち 1 人だけ）、強盗殺人犯でも 10パーセント（100 人の強盗殺

人犯のうち 10 人だけ）にとどまるなど、数の上だけでなく、事実を解明する証拠調べ手続においても、極めて慎

重な審理がなされている。現在、誤判の可能性は限りなくゼロに近いといってよい。」

さらに、経験的に死刑に関して日本では誤判がありません。
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弁護士の島田さんは 93 年にこうおっしゃっています。

「私は一審で死刑、二審で無罪になった被告人の弁護をしたことがあります。一審で死刑、二審で無期懲役に

なった人の弁護をしたこともありますが、死刑執行を受けた者で、誤判であったことが分かった例を私は未だか

つて日本では聞かないのであります。」

ですから、3番目として、反転。死刑の存在が誤判を防いでいます。

一橋大学名誉教授の植松さんは、93 年にこうおっしゃっています。

「有名な弁護士が『無期懲役は誤判の吹きだまりだ』と言ったことがあります。つまり、死刑にしようかどうかと考え

たときに、（本当に有罪かどうか）心配になれば、無期懲役にする、というわけです。でも、それだけ死刑が慎重

に行われている、ということも事実でしょう。誤判で無期懲役になっても大変なことです。無期でなくても、数年間

刑務所に入れば、人生がまるで変わってしまいます。刑が重ければ、よけい誤判のないように努力しなければな

りません。死刑には、それだけ誤判を少なくする努力を十分注いでいるということが言えるのではないでしょう

か。」

ですから…彼らは次の点として、量刑不当…ということをおっしゃいましたが、そういうことはあり得ません。今…

否定側が述べた上の議論を参照していただきたいのですが、死刑に関して日本はとても慎重な審理がされてい

ます。ですから、誤判や、そういう量刑不当というのはあり得ないのです。

さらに、彼らは死刑…追加メリットとして、死刑執行人を挙げましたが、これは死刑執行を断れば済むことです。こ

れは死刑執行という職業ではないのですから、彼らが頼まれれば断れば済むことです。

さらに、犯罪者の家族と、犯罪者自身の悲しみということもおっしゃいましたけれども、犯罪者が犯罪を犯したか

らそういう悲しみが起きるのです。それは自業自得というものです。犯罪を犯さなければそういう悲しみは生まれ

ないのです。ですからこれは自業自得と言えるでしょう。

さらにコストの軽減と言いましたが、これはさっぱり分かりません。彼らはコストと言いましたけれども、どういうコスト

がいったい生じているのでしょうか。それは彼らが証明しない限り、これは、メリットとは言えないのではないでしょ

うか。

続いて…すみません。問題 1 に戻ってください。

国家の…まず第 1 点として、これは…国家の殺人という点に関しては、これは団藤先生だけの意見です。

さらに、2番目として不合理といっているけれども、被害者がいるから犯人がいるわけであって、命をもって償うべ

き罪もあります。

そして 3番目として、不合理というなら、抑止力がなくなって犯罪が増え、無辜の人々の人命が失われる方が

よっぽど不合理です。

さらに、問題の 2番目で…（時間です）

■反対尋問（植嶋→武田）

（臼井）それでは、肯定側より反対尋問、3 分間、お願いします。

植嶋：それでは反対尋問を、始めさせていただきます。否定側は、死刑に犯罪抑止力がある、ということを、いく

つかの、小田先生の文献を使って紹介されていましたけれども、そのデータで使われている…紹介されている

ですね…根拠となる、考え方とか、議論というのは、あるのでしょうか。特に、スタックさんの 480 人について、実
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証的に説明できるような議論が存在しているのでしょうか。小田さんのおっしゃっている…書かれたものを引用さ

れているだけですね。

武田：はい。でもこれは事実です。1950 年から 80 年の間に 480 人の無辜の人命が助かった、というのは事実で

す。

植嶋：それと因果関係があるか、ということは、ちょっと分からないわけですね。わかりました。それでは次にです

ね、残虐である、ということを最初肯定側は相当強調したんですけれども、それに関連していくつか質問します。

死刑の目的は凶悪犯罪の抑止にあると理解してよろしいですね。

武田：そうです。

植嶋：犯罪の抑止力の源泉というのは、潜在的犯罪者が抱くであろう、死の恐怖と理解してよろしいですね。

武田：死の恐怖…そうなりますね。

植嶋：で、ここで死刑の執行というのは今公開されていません。

武田：死刑の執行…公開…そうです。でも、新聞などで…

植嶋：いや、公開、ということです。

武田：公開、というのは、それは…

植嶋：執行現場の公開は、していませんね。

武田：執行現場…それはされてませんね。

植嶋：公開しないのはなぜですか。

武田：それは、私は分かりません。

植嶋：死の恐怖が、死刑の犯罪抑止力の源泉であるとすれば、当然、その執行を公開…

武田：しかし、その死刑が執行されたという…

植嶋：聞いてください。聞いてください。（笑）公開した方がいいに決まってますね。

武田：どうしてそう言えるんですか。（笑）

植嶋：じゃ、次の質問に移らせていただきます。

武田：はい。

植嶋：日本国憲法が、その第 36条において残虐な刑罰を禁じている、というのは、おっしゃったとおりということ

ですね。ところで、首を切るとかですね、腕を切り落とすとか、目ん玉をくり抜くとかですね、そういった、身体刑と

いうのは、それは憲法が禁じている残虐な刑罰に該当しますね。36条が…

武田：なりません。

植嶋：なりませんか。

武田：はい。この最高裁判決を見ていただければ分かると思うんですけれども、死刑というのは日本国において

…

植嶋：ごめんなさい。首を切るとか、腕を切り落とすとか…

武田：そうです。それは、日本の話ではないですね。

植嶋：というか、最高裁判決では、首を切るとか、そういったことは順次、残虐な刑罰として、無くしていかなけれ

ばならない、ということをいっています。まあ、それは結構です。で、その、犯罪者の首を切り落としたりする刑が

あったとしましょう。で、…死刑というのは、その…腕を切り落としたり、…目をくり抜いたりするような、部分的な身

体刑ですけれども、それが…

武田：日本国において…

植嶋：仮に残虐であるとすればですね、身体全体を、なくしてしまう…死刑というのは、残虐だ、ということになりま

せんか。

武田：日本国において、それはされていませんよね。日本において、死刑というのは絞首刑ですから、そういう、

その…

植嶋：ごめんなさい。私の質問の仕方が悪かったかも知れませんが…（すいません、時間です）

武田：ありがとうございました。

■コメント（臼井直人）

盛り上がりましたね（笑）。まさにこれは、私が先ほど予選でみた、火花の散るような反対尋問の応酬でした。否定

側が今第一立論でやったことは二つあります。一つは、プランが採られた際に、不利益が出る、その不利益を最

初に紹介しました。そして、その次に、肯定側がメリットとして出したものに対して、細かいところに関しての反論
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を加えていた…反駁を加えていった、という風なことが行われています。その不利益の内容は、死刑が犯罪抑止

に、今、効果的である、と。そしてそれがなくなってしまうと犯罪率が増えるのではないか、という風に言っていま

した。そして、この議論の面白いところは、肯定側が、第一立論で、死刑は犯罪抑止に効果的でない、という風

な議論をしています。否定側が言っているのは、人間というのは、本能的に生命、生を重んずるものであるから、

そういう風な死をもって償う、という風な法律に対して非常に恐怖感がある。ですから、抑止効果がある、という風

に言っておりますね。かたや肯定側の議論をみてみると、統計的にみて、死刑のある、ないに関わらず、殺人率

があまり変わらなかった、という風な感じで、出しています。否定側のエビデンスの中には、その、統計に関して

反論のようなことがいろいろ書いてありますね。特に、肯定側が使っている団藤さんという風なエビデンスに関し

て、それを真っ向から反対するような意見が出ています。それでは果たして、本能、生に対する本能という部分

が、強く押し出されるのか、もしくは、統計的な部分を使って、肯定側は抑止力がない、ということを押し切ってい

くのか、その辺が、まあ、これからのディベートのまた一つの争点として、なっていくんじゃないかな、という風に思

います。そして、ディベートというのは、非常に、理由、ですね、理由付けの強さによって、その議論というのが強

くなっていく、というように解釈されます。それはまあ、普通一般的に話していてもそうだと思うんですけれども、肯

定側が…（肯定側準備出来ました）…ということで（笑）、（加藤（宏））すいません。（臼井）いえいえ、とんでもない

です。肯定側第二立論、6 分間でお願いいたします。

■肯定側第二立論：加藤宏　JICA ディベート研究会

私は、肯定側第一立論の順番に従って、ざっと議論をチェックしていって…順番でやりたいと思います。

それではまず、肯定側論点の 1…問題 1 の 1 から行きます。国家の殺人…国家による殺人が悪であることをいっ

ているのですが、これが、最高裁によって…失礼、残虐の方からですね、残虐であるということですね。否定側は

これが、最高裁がそういったから残虐でない、といいましたけれど…合憲である、残虐でない、といっております

けれども、最高裁がそう言っているからといって、全てそれが正しいのであれば、ここでディベートする必然性は

ありません。

それから、実際に死刑は極めて残虐でございます。先ほどはちょっと細かいことは申しませんでしたけれども、所

謂残虐さの一端を提示したいと思います。

村野薫さんという、フリーライターの編著「日本の死刑」1990 年による記述です。以下内容です。ガタンと…首を

絞められて落ちた訳ですね…

「落下した死刑囚はガクンと一度Ｓ字状に突っ伏すと、今度は縄がねじれるがままにギーギーと滑車をきしませ

て、きりきりまいし続けるそうだ。首回りの筋肉は広範囲にわたって断裂し肉片がそがれた状態。落下時の頚部

にかかる力は相当なもので、喉頭軟骨・舌骨、ひどい場合は頚部脊椎の骨折をもたらす。そして吊り落とされて

から烈しい痙攣が一分から一分半くらい『ウーウー』という呻き声とともに続く。」云々かんぬん。

ほとんどど聞くに耐えないということの様に思いますけれども、いかに残虐か、ということがこれで分かると思いま

す。この点について、否定側は…有効な反論をされていないと思います。最高裁が許したからといって、これを

許していいものでしょうか。皆さん、考えてください。

論点の 2 に行きます。犯罪の抑止力がない、ということですね。私どもは、アーチャー博士という方の、極めて広

範なデータにわたる国際比較の研究に基づいて、犯罪の抑止力がない、と言うことを論証いたしました。これに

対して、先方はスタックさんという方…アメリカでの証拠を挙げましたけれども、そのプロセス…どの様な形で 480
人という…データについて、説明がなされておりません。

犯罪の誘発ですね。論点の 2 の 2 に行きたいと思います。

1 つエビデンスがあります。

「年報・死刑廃止 96「オウムに死刑を」にどう応えるか」に、以下の様な記述があります。これは、ドロシア・モア
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フィールドさん、という方ですね。これは、自分の息子さんが殺されて、しかし、その後死刑廃止論者に転じられ

た方の証言です。以下引用です。

「カナダがが死刑を廃止した翌年の殺人の発生率は、過去 15 年間で最低になりました。それに反しルイジアナ

州が 8週間に 8 人の執行を行った夏、殺人の発生率が 16%上がりました。」

以下…引用終わります。

この様に、殺人が行われた結果…国家が暴力行為を行った結果、一般民衆による殺人が誘発されている、とい

う例です。

それからもう一つ、死刑が犯罪を誘発するという例ですね。これは大宮母子殺人事件の佐川和男被告の手記で

す。

「死刑制度の存続を言う人たちの主張の一つに、『死刑制度がなければ、凶悪犯罪が増える』というのがあるよ

ね。『死刑廃止国では凶悪犯罪が増加した』というデータはないのだけれど、ぼくはそういうことよりも、現実として

ぼくたち死刑になるのが恐ろしくて殺す必要のなかった二人目の犠牲者を出していることを重要視したいんだ

よ。」（引用終り）

この様な証言で、実際に死刑を…つまり、逃れるために、目撃者を殺したりする犯罪者の心理が良く分かると思

います。

さて、次にですね、論点 3 に行きます。誤判の話ですね。

否定側は、誤判は現在、ほとんど可能性がない、と言っていますけれども、このステートメントには、かなり疑問が

あります。

まず、皆さん、現実に誤判がなされていた、という事実をご確認ください。即ち 1963 年の、いわゆる吉田岩窟王

事件、83 年の免田事件、1984 年の財田川事件、1984 年の松山事件と、実際に死刑が確定して、それが実は誤

りだった、ということが、実際に起こっています。かつて起こったことが、今後起こらないという保証はありません。

そして、それだけではなくてですね、実際にこの様な話があります。

菊田先生…明治大学、菊田先生の、「いま、なぜ死刑廃止か」の 96ページにこの様な記述があります。加賀乙

彦さん…これは、死刑囚のケアをしたお医者さんですけども、この様に述べています。

「加賀乙彦も、『なぜ、この人が死刑で、あの人が無期なのか分からなくなった。判決の基準があいまいなのだ。

最後は裁判官の心の奥底から出てくる決断にかかっている。が、人間の命をそのような秘密につつまれた意思

によって決めてよいものだろうか』と 44名の死刑囚と 51名の無期囚を比較したあとの感想を述べている。」（引

用終り）

それでですね、先ほど否定側は、しっかりした証拠に基づいて審議をしているから、誤判の発生の可能性はな

い、なんて言いました。しかし、証拠そのものに問題があれば、いかに裁判官が慎重に審議したとしても、誤判の

可能性は排除できません。

ちなみに、団藤元最高裁判事は、1995 年の著書の中で、次の様に述べています。これは要旨ですけれども、す

なわち、証拠そのものに、誤判の原因が潜んでいると、団藤先生は述べています。要旨はですね、

1) 証拠は、刑事訴訟法によって、いろいろ制限を加えられていて、限られた証拠によってのみ判断することとし

ている。また、たまたま見つかった証拠だけがでてくる。また、捜査の段階でいろいろ無理が行われる可能性が

ある。

2) 自白の任意性については判断が難しい。
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3) 自白以外の証拠についても信憑性に疑問がある場合がある。

4) 偽証の問題もある。

5) 血液型や指紋の鑑定なども、古い血痕がわずかにあるだけのような場合、判定が難しいことがある、うんぬん

かんぬんですね。

従いまして、いかに慎重に、証拠に基づいて議論をしようとも、誤判の可能性は常に残るのです。そして、一生

…誤判に基づいて死刑が執行されたあかつきにおいては、これは、取り返しのつかないことになります。これはと

ても許される話ではありません。

さて、次にですね、メリットの方に行きましょうか。

死刑執行人は、仕事を断ればいい…、それはそうかも知れませんが、誰かがやるわけですね。つまり、死刑があ

る以上、死刑執行人というのは必ずいるわけです。従って、ある人が断っても、次の人がそれを強いられる、とい

うことで、この問題は結局残ると思います。

家族の悲しみ…、自業自得だと言いますが、確かに、殺人者本人は自業自得かも知れません。しかし、殺人者

の…死刑にされる家族の…家族に罪があるんでしょうか。どうしてその家族が、その悲しみを負わなければいけ

ないのでしょうか。この点は一切説明されていません。

そして、最後に、コストの問題についてですけれども、私どもは、中央学院大学法学部教授の辻本先生を引用し

たいと思います。以下引用です。

「死刑事件は、裁判所の資源を最大限に用いて、判決確定後にさまざまな種類の訴訟の種を発芽させる原因と

なる。弁護人はその依頼人を助けるために、あらゆる、そしてすべての種類の手段を尽くそうと努力し、それに巻

き込まれる裁判官はそれらに細心の注意を払うであろう。そして裁判の遅延が許容され、抑止という刑罰の…」

（時間です）

■反対尋問（武田→加藤）

武田：それでは質問させていただきます。まず、誤判についてなんですけれども、肯定側の方では、誤判が以前

起きたことがある、ということをおっしゃいましたよね。

加藤：はい。

武田：誤判は起きているんですよね。でも、それは、誤判だったということが分かったんですよね。

加藤：そうです。

武田：わかりました。さらに、証拠そのものにも、誤判の可能性がある、ということをおっしゃいましたよね。

加藤：はい。

武田：それは、検察側で、証拠を、何らかの…何らかの手を加えて、証拠を偽造している、ということですか。

加藤：そういうこともあるかも知れませんし、悪意がなくても…

武田：それによって…

加藤：悪意がなくても、たまたま見つかった証拠だけで物事を判断するということに、そもそも限界がある、という

ことを、立論のカードで、主張したわけです。

武田：一つ確認したいんですけれども、この誤判、という問題については、肯定側のプランを採ったあとに、どう

なるのでしょうか。これも、この…誤判ということも解決されると見ていいんですか。

加藤：いえ、誤判そのものは、危険性は引き続き残りますけれども、例えば、他の刑における誤判と、死刑におけ

る誤判の、シリアスネスというんですかね、それが…

武田：それでは、死刑に関する誤判…誤判が起きたときに、死刑に関しては、処刑されてしまうから、ひどい、と

いうことだけが、解決される、ということで、誤判そのものは残る、ということですよね。

加藤：誤判そのものの可能性は残ると思います。

武田：はい。それでは、次に、犯罪者が…犯罪者とその家族の悲しみについてですけれども、家族に罪はあるの

か、とおっしゃってましたよね。

加藤：はい。
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武田：と、いうことは、つまり、犯罪者の方の悲しみは認めた、というか、悲しみがないことは自業自得ということは、

認めた、ということですか。

加藤：いえ、私どもは、犯罪者の命であれ、絶つべきではない、と主張していますから、そういうことにはなりませ

ん。

武田：はい、分かりました。じゃ、続いて…すいません、また誤判の方なんですけれども、菊田先生のエビデンス

を読まれましたよね。これは…この中身というのは、加賀さんという方が、この…死刑囚と、無期懲役…無期囚を

比べたときに、どうしてこの人が無期なのか分からないと感じただけですよね。

加藤：だけ、といわれても、それは困りますけど、感じたんですね。（笑）

武田：はい、わかりました。じゃ、続いて、問題 1 の、国家の殺人についてなんですけれども、死刑は残虐というこ

とを主張されていますけれども、ここで読んだエビデンスというのは、その…死刑の現場の話ですか。

加藤：死刑の現場の話です。それで、先ほど第一立論でも言いましたけれども、肉体的な残虐性だけでなくて、

それを…死刑を待つ間の精神的な苦痛も大きいと…

武田：はい、分かりました。続いて、死刑が、逆に犯罪を増加させるということに関して…（時間です）ありがとうご

ざいました。

■コメント（臼井直人）

さあ、肯定側第二立論が終わりました。

そろそろ、争点というものがいくつか出てまいります。一つの争点というのは、死刑というのは本当に国家の殺人

なのか、もしくは公共の福祉を守るための手段であるのか。死刑というのは、残虐であるのか、とか。最高裁の裁

判…判定では、それは残虐ではない、しかし、実際に行われている姿を描写してみると、非常に残虐である、と

いう風なことを言っていますね。そして、死刑に犯罪抑止効果があるか否か、肯定側は実際に死刑が行われて

いるときに犯罪が増えている、という風なデータを出していますし、そして、否定側は、第二立論で、きっと、この

問題に関してかなり多くの議論、時間を割くんじゃないでしょうか。

そして、もう一つテーマとなっているのは、果たして冤罪の確率というのは、死刑裁判において、非常に高いのか

否か、ということですね。否定側の方は、死刑自体、非常に、なるのが少ない、400 人に一人くらいである、と、そ

して、なおかつ、死刑の時こそ非常に慎重に判定する結果、そういう風な、…万全を期してやっているはずだ、と。

しかし、肯定側が、自分のエビデンスとして出しているのは、免田、財田川、色んな事件に見られる様に、非常に、

そういうものがある、そして、死刑で、非常に、一生懸命考えなければなければならないほど、だんだんと込み

入ったことまで考えなければならなくなってしまう、と。そうすると、判定基準がだんだん曖昧になってしまって、誤

判の可能性が出てくる。そしてまた、自白、それから指紋を採るというのがありますね。プロセスの段階で、いろい

ろ、そういうものがあるんじゃないか、と。そして、冤罪が少しでもあるとすると、やっぱりこれは、取り返しのつかな

いことになったらまずいんじゃないか、と、いう風な議論を展開しているということですね。

これからのディベート、その、国家の犯罪である、とか、抑止、そして冤罪ですね、このあたりを中心に、議論が展

開されていく筈になる、と思います。

それでは否定側の第二立論、6 分間です。

■否定側第二立論：加藤奈緒　山形大学

それでは、肯定側の問題点の 2。それから、その次に弊害を述べたいと思います。よろしいでしょうか。

まず、肯定側の主張している問題点の 2 についてですけれども、これ、抑止力がない、といっています。そして、

そのエビデンスを引用しまして、抑止効果は存在しないのだ、十分な証拠というのは…十分な証拠がない、と

おっしゃっていますが、十分な証拠というのは、何をもって十分な証拠とするのかが、全然示されておりません。

そして、否定側は、死刑に関して、十分な証拠を持っています。まず、死刑に関しては、直接的、科学的証明は

不要です。何故ならば、それは法的確信にまで高められているからです。

帝京大学教授、藤永先生 96 年によりますと、

「死刑を含む刑罰に犯罪抑止効果があるということは、人類が社会を形成した太古から現在に至るまで信じられ
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続け、それは法的確信にまで高められているといってよく、科学的証明などを要しないものである。」

とおっしゃっています。

しかも、科学的にも証明があり、一人の死刑執行によって、六、七人の殺人が減少することが明らかになってい

ます。

明治大学教授、菊田先生 94 年によりますと、

「このセリンの研究に対し一九七五年にアイザック・エーリッヒが反論した。かれの研究は（一九七五年と一九七

七年に発表されているが、一九七五年の論文では、合衆国における死刑執行と殺人率に基づき、一九三三年

から一九六九年にいたる合衆国全域の資料を取り上げ、変数として殺人事件の逮捕率、逮捕された容疑者に

対する有罪宣告の確率、雇用機会率一四歳以上二五歳未満の人口率、失業率、個人所得などから）死刑執行

の可能性が一％変化することによって、期待される殺人率の変化の百分率を示すことができるとした。その結果

一人の死刑執行により、六、七件の殺人が減少するというのである。」

つまり、こういった、詳しい…本当に緻密な、科学的研究に基づいて、一件の死刑執行によって六、七人の殺人

が減少することが明らかになっているのです。これは、科学的証明とは…いえると思います。

続いて、問題の 2 に…問題の 2 の 2 についてですけれども、肯定側は、死刑の存在において、第二、第三の犯

罪をくり返すと言っていますけれども、そして、永山則夫被告の例を挙げていますけれども、これはまず、この人

だけです。

そして、実際にこう言った例が…実際にこういった例が起きていません。それは、まず、科学的根拠もありません。

そして、なぜそういった実際に例が起きていないかというと、日本は殺人…日本の警察は優秀で、検挙率が高い

ので、犯罪を重ねる前に逮捕することができるからです。

犯罪白書 96 年によりますと、

「平成 7 年における殺人の発生率（認知件数の人口 10万人当たりの比率をいう。以下同じ。）は 1.0 であり、検

挙率は、96.5%となっている。欧米諸国と比べると、発生率は極めて低く、逆に高い検挙率を示している。」

とおっしゃって…という風になっています。つまり、ですから、実例が、ないのです。第二、第三の犯罪というのは、

第一回目の犯罪が行われたら、第二、第三の犯罪というのは、警察の…日本の警察は優秀なので、すぐ検挙し

てしまいます。だから、第二、第三の犯罪は実際には起こっていないのです。

続いて否定…続いて弊害に移りますけれども…

まず、私たちの第一立論の…第一立論の A のカード、「人間は生命を本能的に欲しているため、死刑には強い

抑止効果がある」という、この議論については、すでに、第二立論で認められています。これはその通りで、人間

は…人間は固有に、もちろん、生に対して強い執着心を持つために、無期懲役には持たない…それよりももっと

強い、大きな心理的抑制力を持つわけです。それが、そのまま抑止につながる訳です。そして、否定側というの

は、全く潜在的犯罪者というものの存在を無視していますが、潜在的犯罪者というのは、死刑によって未然に…

未然にその犯罪を妨げられている人で、その存在は、明らかにいます。

創価大学法学部教授、三原先生 80 年によりますと、

「次に滝川幸辰博士は威嚇力を理由とする死刑存置論者の主張を次のように説明している。『（…）犯罪学者が

犯罪人について犯罪行為の時に、刑罰のことを念頭に浮かべたかどうかを問うてみて、仮に念頭に浮かべた場

合があまり多くなかったとしても、それを理由としてその刑罰の罪抑止力を低く評価することはできない。なぜなら

ば、真に有効にその抑止力が作用した場合には、その者は犯罪者となることがなく、従って犯罪学者の面接研

究の対象ともならないからである。』とする。」
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しかも、この潜在的犯罪者という存在は…その存在がいて、潜在的犯罪者が犯罪を未然にとどまったということ

は、すでに日本で経験的に証明されています。

筑波大学教授、小田先生 95 年によりますと、

「しかし、児童に対する営利誘拐殺人が、近年、極めて少ない件数に抑制されて

いるのは、一連の事件が起きた昭和 30～50 年代を通じて、『これだけは例外な

く死刑になる』ということが『相場』になっているからではないだろうか。確

かに死刑が全ての犯罪を抑制することはできないが、それが絶対に行われない

という見通しは、その犯罪に対する『歯止め』の 1 つを失わせるのではないだ

ろうか。」

と、このように述べています。

それから次に、わたしたちの第一立論の B についてですけれども、この 480 人という数について、肯定側は疑問

を示しましたけれども、これは、アメリカの犯罪研究者である、Ｓ・スタック氏によって、客観的に、科学的に統計を

出したもので、非常に…非常に信頼性の高いものです。

しかも、わたしたちの問題の 2 の 2 で読みましたカードを参照してください。1件の殺人…1件の死刑執行によっ

て、6 から 7件の殺人が防げるという…これは、具体的に、非常に緻密な科学的調査に基づいて発表されていま

す。

それから…それからですね、イタリアでも経験的に、死刑廃止後、犯罪が増えています。

小田先生 94 年によると、

「一時期イタリアでは、マフィアにより、裁判官や警察官、知事や犯罪学者までが次々と殺される…」（時間です）

■反対尋問（加藤（宏）→加藤（奈））

加藤（宏）：はい、それではお願いします。まずですね、藤永先生のカードを使って、抑止力というのは法的確信

であって、証明を要しない、とおっしゃいましたね。で、他方ですね、エーリッヒとか、スタックとか、色々引いて、

証明なされようとしているんですけれど、証明を要しないとおっしゃるのか、証明はやっぱり必要とおっしゃるのか、

どっちなんでしょうか。

加藤（奈）：本当は証明は別に…そんなにする必要がないくらい、絶対的なものなのですけれども、肯定側がそう

おっしゃるので、敢えて証明しました。

加藤（宏）：ありがとうございました。（笑）それではですね、全人類が法的確信という風なことを、藤永先生がおっ

しゃっている、といわれましたね。ただ、実際に死刑を存置しているのは、全人類共通なんですか。

加藤（奈）：いえ、日本です。

加藤（宏）：ですから、世界の中に、死刑を廃止した国がいっぱいあるわけですよね。それは認められますか。

加藤（奈）：はい。

加藤（宏）：であるとすれば、それが、全人類の共通の確信であると断ずる理由はどこにあるのですか。

加藤（奈）：しかしですね、実際に、日本以外の国で…日本以外の国で死刑を廃止した国が、殺人がその後増え

たりして、色々問題が起きています。

加藤（宏）：いや、法的確信であるという、断ずる理由がどこにあるかがお聞きしたかったんですけどね。藤永先

生を、そのまま信じられているわけですけれども、それは、藤永先生の…個人の確信じゃないんですか。そうで

はないんですか。

加藤（奈）：藤永先生個人の確信ということも、もちろんあると思うんですけれども、今まで実際に死刑を存続して

きた、という事実は、実際に…その事実自体が、死刑に抑止力があるということを意味しているとも言われると思

います。
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加藤（宏）：わかりました。ありがとうございました。筑波大学の小田先生のカードを度々引いておられますけれど

も、小田先生のご専門って何ですか。

加藤（奈）：小田先生は、精神医学の先生です。

加藤（宏）：精神医学。犯罪学のご専門なんですか。

加藤（奈）：犯罪学も専攻されてらっしゃいます。

加藤（宏）：ああ、そうですか。ありがとうございました。それからですね、菊田先生の中で、エーリッヒのことを紹介

されている部分を、カードで読まれましたですね。ただ…確かにそれはあるんですけれども、そのすぐ後に、菊

田先生の本文のなかで、エーリッヒ自身も、この研究の成果が、死刑存置論の根拠とならないことを認めている、

という記述があるということをご存じですか。

加藤（奈）：それは肯定側の…

加藤（宏）：はい、分かりました。これはこちらでご紹介することにしましょう。そうですね…これくらいにしておきま

す。ありがとうございました。

加藤（奈）：ありがとうございました。

■否定側第一反駁：武田裕美　山形大学

（臼井）それでは、否定側の第一反駁、4 分間です。

まず…ケースだけなんですけれども、特に、最初に問題 3 の誤判の所を追いまして、続いて、不合理な殺人の

方に移りたいと思います。よろしいでしょうか。

まず、誤判についてですけれども、まず、大前提として、死刑の判決…死刑が言い渡される率っていうのは、本

当にめずらしいことです。わたしたちが藤永先生のエビデンスで証明したように、通常の殺人罪では、0.25パー

セント、400 人の殺人犯のうち 1 人だけ、強盗殺人犯の 10パーセント、100 人の強盗殺人犯のうちに 10 人だけ

という、極めて低い数字になっております。

さらにですね…さらに、肯定側は、実際 4件の死刑誤判事件が起きているといいましたけれども、これはつまり、

再審で見つかったわけですよね。見つかったならば問題はないんじゃないでしょうか。たとえ誤判があったとして

も、再審制度が救うならば、それはそれでいいと思います。ですから、わたしたちが島田先生のエビデンスで

言ったように、経験的に、死刑に関して、日本では誤判がないのです。再審制度が、たとえ誤判があったとしても、

救っているわけですから、日本では、死刑に関する誤判というのは、ないといっても言い過ぎではありません。

さらに、彼らは、菊田先生のエビデンスを読みましたけれども、これは単なる…ただ単に、加賀さんという人が死

刑囚と無期囚を比べた際に、何か…どうしてこの人が無期なのか分からない、という感想を述べただけのエビデ

ンスです。ですから…だからといって、その…このエビデンスに、死刑に関する誤判という…誤判のリスクというの

はあるということは証明されたとは言えないでしょう。

さらに、彼らは証拠そのものにも誤判を生む原因があると言いましたけれども、わたしたちの、藤永先生のエビデ

ンスを引っぱって欲しいんですけれども、これでは、事実を解明する証拠調べ手続きにおいても、極めて慎重な

審理がなされていると言っています。検察側も、この…証拠に関しては、極めて慎重に動いているわけですから、

そんな…証拠を偽造するようなことはあり得ないでしょう。ですから、日本では、誤判の可能性というのはほとんど

ないのです。

さらに、わたしたちの反転のカードを引っぱって欲しいんですけれども、植松先生がおっしゃるように、死刑には、

誤判を防ぐ力というのがありまして、というのも、死刑というのは最高刑ですから、そういう恐ろしい刑が、安易に

執行されてはならないわけですから、裁判官も非常に慎重に審理するでしょうし、検察官も非常に慎重に証拠調

べをするでしょう。ですから、逆に、肯定側のプランをとった後は、このような最高刑がなくなる訳ですから、誤判

が生まれる可能性も生まれるでしょう。

さらに、続いて、不合理な殺人の方に移って欲しいんですけれども、彼らは、最高裁が正しければいいのか、と

おっしゃいましたけれども、最高裁は、色々な方面から法律を判断しているのですから、この、最高裁が合憲判
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決を出したということは、考慮に入れるべきでしょう。

さらに、彼らは死刑は残虐ということをおっしゃいましたけれども、これは、死刑の…処刑の現場を描写している

エビデンスを読みましたけれども、確かに、ちょっとは…ひどい現場ですけれども、そういうような、ひどいことをさ

れるようなことを、その…さんざん犯罪者はしたわけですから、それは自業自得です。もしもそのように処刑され

たくないならば、殺人など犯さなければいいわけでありまして、何の罪もない被害者から人生を全うして自己表現

を図ろうとする機会を奪ってしまうというような、そういう、ひどい犯罪行為を行ったわけですから、命をもって償う

べきでしょう。

さらに、もし不合理と言うのならば、わたしたちの不利益で出したように、無辜の人が死ぬ方がよっぽど不合理で

す。

さらに、追加メリットの方に移っていただきたいのですけれども、死刑執行人は誰かがやるわけ、といったわけで

すけれども、引き受ける人は、納得して引き受けるわけですから、問題はありません。

さらに、犯罪者とその家族の悲しみですけれども、犯罪者にとっては、先ほど申しましたように自業自得ですし、

家族に関しても、そのような犯罪者を生み出すような家庭を育んだんですから、それはしょうがないです。（笑）こ

れは自業自得と言えるでしょう。（時間です）

■コメント（臼井直人）

通常、この様な形で行われるディベートというのは、一応原則がございまして、肯定側のように、ある現状の、ある

状況を変えよう、という風にする人が、最初に話し始めて、一番最後に話し終わる、というのがディベートの原則、

という風になっています。そういった関係で、否定側の第二立論が終わった次は、肯定側第一反駁ではなく、す

ぐに、否定側第一反駁、という風な形で、二回続けて話をします。そして、普通よく行われるのは、そう風な形で、

第二立論では、否定側自身が出した、プランからのデメリットですね、今回の場合は抑止効果の所に話をフォー

カスさせて時間を使う。そして、第一反駁の方では、肯定側の出してきた議論に対して、直接反駁を行って行く、

と、そういう風なスピーチを行うことになっています。

これから先に、非常に、話の内容に触れることというのは、だんだんと、私の判断が伴ってきますので、あまり、避

けた方がいいとは思うんですけれども、一応、どんな形でやっていたかというと、とにかく、否定側にとっては、そ

ういう風な形で、抑止効果がある、ということを強力に押せば押すほど、それを採った後の犯罪が増えるんじゃな

いか、と、そういう風な、リスクが高いように、ジャッジにとっては思える訳ですね。その辺にフォーカスして、抑止

はある、ということを、いろんな方面から、証明していたと思います。一つは、まず、死刑というのは、昔からやって

いる、ということは、我々には法的確信がある、だから…という風なことですね、そして、二つ目には、科学的にも

それは証明されている。データを二つだしていましたけれども、一つはアメリカの調査によって色々な、人口であ

るとか、犯罪検挙率であるとか、色々なものを示した結果、一人死刑になると、それが 6、7 人の殺人を防ぐ、そう

いう効果がある。そしてまた、第一立論の方では、480 人の命を救ったことがある、そういう風な、統計的な結果

が得られているというようなことを出していますね。そして、死刑にはなおかつ潜在的な抑止がある、ことに、犯罪

者自身が犯罪を犯すときに刑罰を思い浮かべなくても、実際に我々…まあ、我々のように、犯罪を犯さない人と

いうのは、やっぱりいるわけですね。そういう人っていうのは、やっぱり潜在的に死刑はやっぱり怖いという風に

思っているから、そこで、やらない、っていう風な、そういうところがあるんですね。そういう風な抑止効果というの

はあるはずだ、という様なことをいっています。そういう風な形で一応三項目ですね、我々の歴史的経験・法的確

信、科学的データ、潜在的抑止、そういう風な形で三つの形から、抑止の部分を固めていっている、そういう風な

スピーチをしています。

さあ、このディベートは果たしてどういう風になって行くんでしょうか。いままで私が一生懸命まとめてみたんです

けれども、ここから先はですね、是非皆さん方のスピーチの内容を聞いて、そして判断を下して行くとまた、ディ

ベートが面白く楽しめるんじゃないかな、と思います。

■肯定側第一反駁：植嶋卓巳　JICA ディベート研究会
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（臼井）それでは肯定側の第一反駁です。

肯定側の第一反駁を始めます。

まず、我々は…目的合理性がない、という問題についてお話しします。まずですね、犯罪抑止効果について、

エーリッヒの論文を先ほど引用されていましたけれども、わたしたちは、その、引用された後にですね、こういう文

章が続いていることをご紹介いたします。

「もっとも、エーリッヒはこの研究で、死刑存置を主張したのではなく、明確な根拠を提供したとも考えていない。

むしろ、雇用の増加といった、他の要素が、死刑の執行より大きな犯罪抑止力を有する、と述べている」（引用終

り）

すなわち、エーリッヒ自身もですね、現在、彼の、科学的な分析によって、死刑の効果が必ずしも絶対だというこ

とを言っているわけではありません。従って、エビデンスとしての価値はないと思います。

続きまして、我々は、まず先ほど問題点として、残虐である、ということを申しあげました。で、その残虐性の中に

はですね、肉体刑であると同時に、精神刑でもある、ということを申し上げたのですけれども、若干、事情をエビ

デンスに基づいてお話しします。

田丸美寿々さんの 1994 年に書いた、「死刑の現在」という著書の中から引用します。

（引用開始）「死刑囚は、毎朝、今日殺されるかもしれないという不安とともに目を覚まし、執行を宣言される時間

が近づくと、恐怖に震えるという。そして、その恐怖は、真犯人だろうが、たとえ冤罪であろうが、変わらないのだ。

34 年 6ヶ月という気の遠くなるような長い闘争の末、1983 年 7月、死刑確定者で初めて再審無罪となった元死

刑囚の免田栄さんは、その恐怖を次のように語る。『役人 2、3 人が、足をそろえて来るでしょうが。その音は、最

初は風が吹くような、さわさわ、としてですね、次第に靴の音に変わって来ますから、自分の独居の前に止まるか、

独居の前を通るか、その瞬間ですよ。自分の独居の前を通ったらホッとしますけど、靴が近づいてくるまでの瞬

間というもの、表現できません。体、ぎゅっと締まってしまってですね。』」（引用終り）

いわゆる、精神的にも、極めて残酷な…残虐な刑罰である、ということが分かります。

続きまして、誤判の件ですけども、一つ…いわゆる表に出ない冤罪のケースというのが非常に多い、ということを

…エビデンスを紹介します。

小田中聡樹さんという、東北大学法学部教授の、「冤罪はこうしてつくられる」1993 年の著作の中から紹介します。

（引用開始）「かつて日弁連では、1981 年に誤判原因に関するアンケートをおこない、同年 9月の第 24 回日弁

連人権擁護委員会で発表したが、この調査は、冤罪＝誤判の暗数に関する興味深いデータを提供している。

全国の弁護士 1万千 680名に対して行われたアンケートに対し、683名が、自分の担当した刑事事件弁護の経

験で誤判又は誤起訴と思われる事件があったと回答しているのである。その数は、1270件に上っている。」

と。すなわち、

「この調査によれば、1270件のうち、728件が第一審又は上級審で誤判・誤起訴を是正され、7件が再審で是正

されているが、その一方で、有罪判決が確定したけれども誤判であると思われる事件（有罪確定事件）が 435件
ある。ということは、再審無罪事件 7 に対して、冤罪＝誤判の暗数が 435 もあるということである。」（引用終り）

続きましてですね…いわゆる…恣意性が非常に高い、ということにつきまして、永山被告…永山則夫連続殺人

事件ですね…一審、二審、三審と、量刑が変わった訳ですけれども、この点に関しまして、一つご紹介します。

最高裁の決定はですね、罪質の重さとか、一般擁護の見地と…主として罪刑の均衡の見地を強調し、第一審の

判決を支持したのに対しまして、第二審は、犯行の重さについてはこれを認めつつも、情状面に重点をおいて、
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無期懲役を選択しました。このように、個別的情状面のいずれに重点を置くかにより、死刑と無期が分かれる。こ

れは、永山裁判のですね、事情を説明したところでございます。すなわち、死刑選択の基準というのは、どの点

に情状…を置くか、ということによって、かなり変わってくる、と、いわゆる死刑と…（時間です）

■コメント（臼井直人）

さあ、これで肯定側の第一反駁まで終わりました。そして、ディベートは、あと一回ずつ、第二反駁という風な形

で、肯定側、否定側に話をするチャンスが残されています。もう皆様お気付きのように、非常に、このディベート

のジャッジのノートの上には様々な情報が入り乱れております。私も取ろうとしたんですけれども、非常に入り乱

れています。この、入り乱れたところを、争点に沿って、話をまとめていって、そして、プランを採った後に、果たし

てメリットが大きいのか、デメリットが大きいのか、という、一番最後のポイントを、肯定側、否定側の最後のスピー

カーがジャッジに対して訴えかけていく、と、そういう風なスピーチがこれから行われるはずです。

否定側の最後の反駁、第二反駁です。4 分間です。

■否定側第二反駁：加藤奈緒　山形大学

それでは、最初に、問題の 3 から行きます。問題の 3、上へ行って、問題の 2、そして弊害、最後に問題の 1 に

行きたいと思います。よろしいでしょうか。

問題の 3 についてですが、この論点ではまず、誤審…誤審のことを肯定側は取り上げていますが、ここで確認し

ておかなくてはならないのは、肯定側が取り上げていることというのは、誤審というものではなくて、誤った執行と

いうことです。誤った…誤審だけ…誤審ではなくて、誤った執行が問題だと言っているのです。そして、誤った執

行というのはないのです。今までに実際に日本でそういうことは起こっていません。というのはなぜかというと、日

本のシステムは極めて慎重であって、司法…司法が…司法制度が非常に…死刑に関しては厳しいため、誤っ

た執行というのはあり得ないんですね。ですからないんです。これは、誤判は…そして、肯定側は一枚エビデン

スを提供しましたけれども、これは、誤った起訴とか、誤判があると言っていますが、誤った執行…起訴であって、

誤って殺されてしまっている訳ではありません。したがって、肯定側の重要性が…重要性を誤った死刑執行とす

るならば、この重要性はないことになります。

それから、わたしたちの提出している反転についてですけれども、これは、これは完全に認められています。死

刑に誤判を防ぐ役割があるんです…あの、働きがあるんですね。これはなぜかというと、誤判…このエビデンス

の中で、「無期懲役は誤判の吹きだまり」と言っているように、実際、裁判官とか、司法関係者の気がゆるんで、

死刑がないことによってそれが…その気がゆるんで、無期懲役というひどい冤罪が起こり得る可能性が、非常に

高い訳です。もちろん、無期懲役でもひどい冤罪です。この反転のインパクト…重要性は非常に重大だと考えら

れます。

それから次に、問題 2 についてですけれども、まずこれについては、わたしたちの科学的根拠は不要である、と

いう議論がもう既に認められています。そして、科学的…科学的証明について、エーリッヒは明確な根拠ではな

いと、自ら否定している、ということを言いましたけれども、明確な根拠でなくても、こういった、緻密な調査によっ

て、こういう一件一件の死刑執行によって、6～7 人の殺人が減少する、という、具体的な数字が出ているという事

実には変わりありません。この点を重視してください。

それから…問題…それからですね、問題の 2 の 2 ですけれども、これについて…この議論について、わたしたち

の議論は完全に認められています。日本の検察は優秀で検挙率が高いので、第二第三の犯罪というのはあり

得ません。

それから、弊害についてですけれども、弊害で、肯定側は完全に潜在的犯罪者の存在を無視しているんですね。

この点を重視してください。潜在的犯罪者というのは確実にいるんですね。そして、今現状では、死刑があるた

めに、固有に、その人…その潜在的犯罪者というのは抑えられています。というのは、もう日本で既に昭和 30 年

から 50 年の間にかけて、営利誘拐殺人の件でもう既に証明されています。営利誘拐殺人というのは何かというと、
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これだけは確実に死刑になるから、これが…この事件が非常に少なかったわけですね。というのは、つまり死刑

が…死刑が執行されるという恐れから、この罪だけは避けようとしたわけです。という点で、既に抑止が働いてた

…働いていたと言うことができます。

それから…ですので、わたしたちの第一立論の A と B をそのまま伸ばしてください。人間は生命を本能的に欲

しているという点で、抑止力があるのです。はい。

そして、その結果 480 人の…30 年で 480 人ですとか、一件の死刑執行で 6、7 人の殺人が減少するという数字

…具体的数字がはじき出されてくる訳です。

その次に、問題の 1 についてですけれども、これは完全に、道徳律に反するという、非常に曖昧なことを言って

いるわけですね、肯定側は。どういった道徳律に反するのかが、良く分かりません。そして、不合理だと言うなら

ば、わたしたちの弊害の方がよっぽど不合理です。わたしたちの弊害の重要性というのは、無辜の命の…無辜

の人々の命が失われるということです。こちら（時間です）の方がよっぽど不合理です。

■コメント（臼井直人）

これで否定側のスピーチが終わりました。一番最後に述べていたことですね。この、抑止力がなくなって、無実の

人が殺されてしまう、そういうことの方が、死刑そのものの残虐性そのものよりも、ひどいものである、ということで、

死刑というのは存続されるべきである、という風なまとめ方をしていたんじゃないか、という風に思います。

4 分間です。

■肯定側第二反駁：加藤宏　JICA ディベート研究会

最初に、肯定側の論点の…肯定側論点の 2 の 1、抑止をやります。それから、誤判、論点のラージ 3 ですね、誤

判、それから、恣意性、これについて述べたいと思います。最後に全体をサポートしていきたいと思います。

それでは、肯定側から最後の弁論をさせていただきます。

まず、抑止力についてですけれども、先ほど否定側はですね、科学的証明は必要ないんだ、という否定側の主

張を我々が受け入れた、とおっしゃいましたけども、それは事実に反します。冒頭から我々は、この、アーチャー

という方の科学的な研究を引いて、統計的な証明行為によって、死刑の抑止効果がない、ということを論証した

訳ですから、そもそも我々が、その様なことを考えるはずがないではありませんか。（笑）

それからですね、エーリッヒについて、…やりましたけれども、これはやはりですね、主張されたご本人が、そもそ

もこの結論が、死刑存置の根拠にはならない、という風に言っている、ということを菊田先生が紹介していることを

私言いましたですね。従ってこれをもって、死刑存置をジャスティファイするような、十分な科学的証明がなされ

ているとは、当然思われない訳でございます。

従いまして、我々は、死刑の抑止…犯罪抑止力はない、という風に主張いたします。

さて、次にですね、冤罪についてですけれども、まず、誤った執行がなされなければいいんだ、という話ですけ

れども、ちょっと待ってください。先ほど私のパートナーは、死刑囚が、毎日いかに死刑におびえて、極限的な精

神状態の毎日を過ごしているか、というカードを読みました。すなわち、仮に殺されないとしても、冤罪によって、

殺されるかも知れないという苦しみを、毎朝毎朝死刑囚たちは味わっているわけです。これが不正義と言わずし

てなんでありましょうか。従いまして、実際に…我々そもそも冤罪で処刑された人があると…可能性があると主張

していますし、よしんばこれまでなかったとしても、この様な形で…冤罪を…受けてですね、毎日極限的な、精神

的な苦しみを味わっている死刑囚の方はいらっしゃる可能性がある、ということは申し上げられると思います。

それからですね、犯罪…死刑の判断は非常に客観的に行われている、という話ですけども、先ほど、永山則夫さ
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んのケースを引いて、死刑と無期の分かれ道がですね、はなはだ恣意的である、ということを引きましたけれども、

もう一つエビデンスを読みたいと思います。

これは、「『オウムに死刑を』にどう応えるか」という本に書いてある話ですけれども、第二東京弁護士会の小川原

先生がこの様に述べています。すなわち、第二東京弁護士会は…ですね、刑法改正対策特別委員会で、「死

刑判決と量刑基準の考察」というものを発表したのですけれども、その結論部分でこの様に述べています。最近

…以下引用です。

「最近の死刑判決事件一覧表記載の七八件の事件のうち、第一審の判決しか受けていない一九名を除けば、

少なくとも第一審と控訴審の二つ以上の判決を受けた七〇名のうち、一五名もの者が第一審と控訴審で異なる

判断を受けたということになる。これらを概観すると、審級により死刑と無期懲役の判断が分かれたケースにおい

ては次のように言うことが出来る。つまり、死刑を選択する判決は結果の重大性など犯行の客観的側面を重視

する。他方、無期懲役を選択する判決は、被告人の生育歴や矯正可能性など主観的側面を重視する。」

仮に、事実認定において同じであっても、それをどう評価するかということについては、恣意性は残る訳です。そ

れによって生きるか死ぬかが決まるというのは、極めて不合理と言わなければなりません。

それから、家族の悲しみは…メリットの方に行きます。家族の悲しみ、これは仕方がない。そうでしょうか。これは、

皆さん、よくご判断いただきたいと思います。

さて、以下、これから、全体の議論を総括したいと思いますけれども、まず我々は、最初に、死刑が極めて残虐

である、ということを主張いたしました。これに対して否定側は、最高裁がそう言ったからいい、あるいは、極悪な

ことをやったからいい、と言いますけれども、それは、倫理的に間違っていると、我々は主張しているわけです。

そして、抑止論については、我々はこれから、統計的に証明されていない以上、死刑を存置する必要…必然性

はないと主張しております。

それから、誤判の可能性、あるいは、恣意的な判断の可能性というのは、今申し述べた通りです。

それから、メリット、執行人。これ、確かに、まあ、人を殺すのが趣味の人が死刑執行人になるかも知れませんけ

ども、家族の悲しみ、それから、コストについては残ります。

以上を持ちまして（時間です）、私どもは、死刑の廃止に支持をいただくようお願いいたします。ありがとうござい

ました。（拍手）

（臼井）どうもありがとうございました。両チームのご健闘に、もう一回大きな拍手をお願いいたします。（大きな拍

手）

■講演（矢野善郎）

こんにちは。矢野です。ちょっと段取りに手違いがある、というか、コミュニケーションの不在がちょっとあってです

ね、試合のコメントを、ということでしたが、ちょっと私が考えていたのは試合のコメントではありませんので、ちょっ

と一般的に、この試合やこの大会などでも見られる様に、ディベートっていうのは、非常にこういったトーナメント

ディベートという形での経験者を含めて、一般的に…今回一般の人の方がトーナメントディベーターという人たち

よりも参加者が多かったんですが、一般的にかなり普及してきたんですが、その一方でですね、ディベートに関

して、ある種の誤解みたいなものが生まれてきつつあるように思われるんですね。で、この大会を通じて感じたこ

とを含めて、そうした誤解に関して、まあ、ここにいらした方々はもう、そんな誤解はしちゃいけないよ、ということを、

ちょっとここで話してみたいと思うんですね。

この誤解に関しては何かというとですね、ディベートで行われている議論、というのは、常識で通用する議論とは

違うんだ、という誤解ですね。最近もまたもう一人、ディベート経験者から有名人が出てしまいましたけどですね、

（笑）そういった、昔も某教団のスポークスマンがディベートの経験者だったとかですね、いろんなディベート経験
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者の中で有名人が出たりしている、ということでですね、人によっては、ディベートというのは、常識とは違った発

想をする人を生み出すような、競技なんだ、と。競技というのは、この場合宗教の教義とは違いますけれども、そ

う思ってしまっている方もいらっしゃるんじゃないかと、思うんですけれど、実はこれほどの誤解というのはないと

思うんですね。で、ディベートをもし、ディベートは常識と違うような議論をやっているんだ、と思ってディベートの

訓練をやっても、全然ディベートそのものは上手くならない。多分、それはディベートとは違うものが上手くなって

いるに過ぎないんですね。で、ディベートと常識っていうのは、ま、常識的な議論で通用するような議論というの

は、もう密接にかかわり合います。むしろ、ディベート、こういう試合で行われるディベートというのは、常識で行わ

れる、一般の世界で行われているような議論を上手くするために行っているだけなんですよね。だから、常識的

な議論の延長にはあっても、常識的な議論と質が違う、という訳ではないんです。で、だからですね、例えば、一

部の…今回の大会でも残念ながらみられましたが、第一にですね、発音するやり方ということに関して、ディベー

トでは特殊なやり方がある、と思ってもらっちゃ困るんですね。ときどきですね、（…下を向きながら不明瞭なス

ピーチ…）机と会話している人がいるんですけれど、あれはディベートの特徴では全くなくてですね、ディベート

の試合の中で、ときどきみられる、あまり上手でない人がやる特徴な訳ですね。だから、勿論、ディベートで通用

するような議論、本当の上手いディベート…正直言って私の感想ではですね、今日の否定側はちょっと、スピー

チの仕方が早すぎたな、と感じたんですけどね、別に、ディベートだから、非常に早い音波を発生しないといけ

ない、という訳じゃないんですね。わかりやすい速度で、わかりやすい言葉で伝えられるんだったらそっちの方が

いいに決まっているんです。で、そこらへんで、常識と乖離があるか、といったら、一部の、常識と乖離したディ

ベーターはいるかも知れないけれど、常識と離れていればいい、という訳じゃ、全くないんですね。それが第一

の次元、発音の次元ですね。

で、第二の次元でも、というのは、言葉遣いの次元であると思うんですね。それは、ディベートで使うべき言葉と

いうのは、どうあるべきか、ということなんですよね。ディベートというのは確かに難しい議題というのを扱うんです。

死刑の廃止というのも非常に難しいと思うんですけれど、だからといってね、難しい議題だからといって、難しく話

すべきかというと、そうではないですよね。法学者の書いた本とか読みますとですね、死刑という問題に関して、

法(不明)学的に、法哲学的に法原初学的な関係が行われるならば…という感じで書いてあると思うんですけれ

ど、そのことを引用すれば、さも説得力があるように見えるか、というと、そうじゃないんですね。ディベートでは、

ここでも常識ということを働かせて、まあ、法学者の間で通用する言葉かも知れないけれど、説明するために、一

般の人が聞けば、どういう言葉に置き換えればいいだろうか、ということをやってから、説明するのが、本当のディ

ベートの上手い議論のやり方なんですね。ただ、ときどき、法哲学者の本をそのまま読めば説得力のある議論が

されると思っているディベーターの人がいるんですが、それは間違いです。むしろ、難しい本があれば、それを

かみ砕いて説明し直す、という風なことが、ディベートの言葉遣いでは必要とされているんですね。ディベートで

は特殊な言葉遣いがある、場合によっては、ディベートの入門書などでですね、本在性、解決性、命題内性とか

ですね、いろんな、ディベートの変な専門用語が並んでいるのを見て、ディベートというのは、そういった専門用

語をつかって議論しなくちゃいけないんだと思うひとがいるかも知れないですが、必ずしもそうじゃないんですね。

別に専門用語なんて一言も使わないでも、説得力のある議論は生まれます。で、私、これで三年間この日本語

ディベート大会を見てるんですけれども、今年のが一番よかったんじゃないかと思うんですよね、決勝戦ね。そう

でもないかな。

で、何が良くなったかといったらですね、非常に常識的な言葉遣いに変わってきたなというのが、僕の挙げる理

由としては、それが一番大きいと思いますね。昔はですね、英語ディベートの影響というのが、非常に大きかった

と思うんですよね。「彼の議論にはソルベンシーがなくてインヘレンシーもなくて…」（笑）という、こういったことを

並べ立てているようなですね、議論が多かったんですね。それで本当に説得力が生まれるかというと、そうでは

ないですよね。彼らの議論のここの証明に関する数字が曖昧だからこそ、だからこの論理的なつながりがないん

です、みたいな形で、普通の言葉で置き換えて説明した方がよっぽど説得力が増しますよね。それが、常識でも

そうであるし、ディベートでもそれこそが望まれているわけです。だから、そこでは特殊なことは要求されていない

んですね、本当は。

で、最後に、発音と言葉遣いの他にも、事実の認定とか、価値判断に関して、ディベートでは特殊な価値判断を

する人たちがいるんじゃないか、と思ったりする人もいるんじゃないかと思うんですけれど、これも本当は間違い

なんですね。特に初心者にありがちなミスとして、ディベートではこういったパターンが通用する。例えば、ディ

ベートっていうのは、エビデンスを読む競技である、と、だからエビデンスを読みさえすればいいんだ、という風な
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信仰に変わっちゃうわけですね。今回もですね、残念ながら否定側はちょっとやっていたんですけれどね。でも、

Ｓ・スタック氏が、何十年間調べて、客観的に科学的に証明したことでは、死刑があることで 480 人が救われたん

です。で、そういわれたとしてもですね、本当に説得力を持つか。私、ジャッジじゃないからこの判断には関係な

いんですけれども、私、持たないと思うんですよね。例えば、同じことをいって、同じことをですね…、私が薬の

セールスマンだったとしましょう。「この薬を飲むことによって、480 人が救われたんです。それは、客観的・科学

的に、私が証明しました。」こういわれて、あなたはこの薬を買う気になりますか？これ、ガマの油売りと全くおなじ

ですよね。（笑）ガマの油売りがですね、刀で切ってみるのは、まだ科学的証明があると思うんです。あれは、

切って塗る訳でしょ？だけど、私が客観的科学的という言葉を使ってもね、切ってもいないんですよ。それなの

に証明があるか、といったら、それは理由としては、何もつけ加えられていないわけですね。それなのに、その、

文章の中で科学的客観的といっているだけでは説得というのは何も生まれないわけですよ。説得というのが生ま

れるのは、これはもう常識の世界と一緒なんですよね。常識の世界と一緒で、どういった理屈で 480 人というのが

導き出されたのか、私は、この、スタック氏の議論というのを読んだことないから分からないですけれども、まあ、

社会学者として言えることはですね、私、専門は一応社会学なんですが、死刑というものの、抑止効果を調べる

というのは、非常に難しいことなんです。おそらくね、そんなに生半可なことじゃないと思うんですよね。で、いろ

んな要素を考えると思うんですけれど、一般的に言えることは、そんな一行や二行で証明できることじゃないと思

うんですよね。だから、客観的かつ科学的に、ということを証明するというのは、肯定側がいったように、それは

言ってるだけであって、どういう根拠か分からない、というのは、有効な反論になるんです。これは、常識の世界

でもそうだと思うし、ディベートの世界でもそうなんですね。だから、一般に初心者が、ディベーターが犯しやすい

過ちとして、何かの証拠の文章を読み上げれば証明になると思うのは大間違いなんですね。

逆にですね、もう一個、こういうパターンもあるんですね。相手が反論しなかったから、これは真実だ。これで認め

てください、という議論があるんですよね。こんなばかげたことこの世の中にありますか？女の子か何かにですね、

「あなた僕のこと好きでしょ？好きでしょ？」反応がない、「じゃあ認めたんですね。僕のこと好きですね。」通用し

ますか？そんな議論。通用しませんよね。一般的…ディベートの世界でも本当は通用しないんです。で、ただね、

相手が落としたから、反応がなかったから真実だ、という訳じゃないですよね。それよりも重要なことは、自分たち

の議論は反論が出なかったけど、こういった理由によって真実なんだ、という説明を足す方が重要なんですね。

この試合でも残念ながら、相手が落としたから、という論法の議論が多かったんですけど、相手が落としたからど

うのこうの、というのは、本当の上手いディベートでは関係ないんです。相手が言い落としたからといって説得力

を持つというんじゃなくて、そもそも相手が落とすような議論…議論というのは、大体いい議論である場合もある

んですけれども、そもそもそういった、もともと持っている論理こそが重要なんであってね、相手が落としたから議

論が良くなるってわけじゃないですよね。こうしたことで、事実認定や価値認定とかいうことが、ディベートの中で

も行われるわけですけれども、ここでね、ディベートの世界でしか通用しないようなやり方があると思ってもらっ

ちゃ困るんです。ディベートで通用するような議論の仕方っていうのは、常識の世界でも通用するし、そうである

ようなやり方で教えていかなくちゃいけない。そうであるようなやり方で、試合の中でもやって欲しいわけですね。

で、そうであるだけではなくて、常識の世界だったら見落としてしまうようなことも、分析の対象に出来るほど、常

識の世界でも通用するようないい議論になって欲しいんですよね。例えば一例を挙げましょう。この、死刑の議

論の中でよく使われる話としてですね、この、死刑というのを廃止すると、犯罪率が上がった、そういうデータを

持ってですね、死刑というのは、抑止力…というのは、犯罪を抑える効果がある、という議論があると思うんですよ

ね。で、どういうデータかというと、これ、実際に試合で出たんですけれど、イギリス、フランスでは、例えば、イギリ

スでは、1965 年に死刑が廃止された、で、それまでは一年間 1200件くらいしか殺人事件がなかったのだが、そ

の後、現在は 2600件くらいになっている。このことはどういうことを意味するか、というと、死刑が犯罪を抑えてい

たのに、1400件も、死刑を廃止することによって犯罪が上がってしまった、という風なことをよく否定側が言って

いたりするんですよね。これ、一般の議論、ただ鵜呑みにしてるだけだったら、一般の議論…一般に話している

と、「ああ、そうだなあ」と、「死刑によって 1400 人も上がっている国があるんだったら、それは、死刑なんていうの

は、あれだな、あった方がいいな」と思うかも知れませんよね。だけど、常識で考えて、っていうより、ディベートの

訓練を受ける、っていうことは、それに対して非常に常識的な疑問をぶつける、という練習をすることなんです。こ

れは、極端な例を言えば、1965 年に例えば、これ、実際の年数違いますけどね、1965 年にアポロかなんかが月

に行った、スプートニクが人工衛星に行った。人間はやっちゃいけないことをやっちゃったから犯罪率が高くなっ

たんだ、という風に、説明しますか？例えば、1965 年にスプートニクが打ち上がった。だから 2400 人に増えてし

まった…。実は理屈として言っていることは全く同じなんですよね。死刑が廃止されたから 2400 人に増えた、と
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いうのは、一見証明のように見えるかも知れないけど、実際何も証明していないに等しいんですよね、それだけ

では。傍証にはなるかも知れないですけど、証明していないに等しいんですよね。実際証明するためにはどうす

ればいいか、というと、例えば、犯罪率のアップに寄与するようなものは何か、といったらですね、一般的に考え

れば、例えば、経済か何かの、貧困とかですね、いろんな要素があり得ますよね。経済が貧困な方が犯罪率が

高くなる可能性は高いと思われますしね、例えば、民族問題が激しいところなんかでは、犯罪、というか、凶悪犯

罪とか、殺人事件とか、多くなりそうな気がしますよね。で、そういった、いろんなファクターではなくて、死刑こそ

が、この、犯罪の増加に寄与したんだ、ということが証明されて初めて科学的な証明になるわけですよね。そう

言ったところが簡単に証明できるわけじゃないんですけれど、ただ、そういった例か何かで、数字か何かを挙げ

れば、例えば、証明になると思っている人は、これは間違いで、これは常識で考えても、常識でも、注意深い人

だったらこれには引っかからないと思うんですけれど、ディベートの議論というのは、こういった、一般には引っか

かると思うようなもにも、分析のメスをあてて、それに引っかからないようにする、という効果はあってもですね、別

に、ディベートだけで通用するような分析方法がある、という訳じゃないんですよね。だから自信を持ってディ

ベートというのをやって欲しいわけです。皆さんがディベートを続けていたからといってですね、必ずしもですね、

犯罪的な宗教教団に関わるとかですね、妙な形でマスコミに取り上げられるということはないと思います。むしろ

ですね、私の感覚で言うならば、もし仮に彼らが悪人であったとしてもですね…僕は、そうでないと言う証言もか

なり…一般的な人間としてみるならば、信念のことは知らないですけれど、一般的な人間としてみるならば、いい

人だった、という証言も一部で聞くんですけれど、仮に、彼らの信念が間違っていたとしても、それで、彼らがディ

ベートという手段を使ってですね、いろんな説得力を持ったとしても、それだからディベートをやめるべきだって

言うんではなくて、むしろディベートを、それだからこそやるべきなんですよね。仮に、悪人がですね議論のやり

方が上手いんだとすれば、それは悪用される可能性があると思うんですよ、確かに。だから、いろんな世界でで

すね、そんな、人をだますためにディベートという手段を使う人がいると思うんですよね。だけど、むしろそれだか

らこそ、わたしたちはディベートをやるべきなんですよね。要するに、ディベートということによって常識を磨いて、

そういった、一部で悪用しようとする人がいるんであれば、悪用しようとする人に対して、自分のガードの防御の

論理を組み立てることが出来る、そのためにこそ、ディベートをやるべきである。で、間違ってもですね、エビデン

スを読めばディベートでは証明になるんだ、とかですね、相手が落としたら、それが説得力を持つんだとかいうで

すね、変な観念をもってディベートをこれからも続ける、ということはやめてください。

で、大体結論が出ましたでしょうか？そろそろ、そわそわとしてきたんですが、まだのばせ、ですか？

そうですね、この試合私も見ていましたが、この試合に関してですね、疑問に思ったことなどに関して、あと、ディ

ベートの大会関係、なんでもよろしいですけれど、ま、ディベートとはなんですか、といった抽象的なものも含め

てですね、なんでもいいですから、質問をどうぞ。

（質問者 1）

今回、大会に出場したんですけれども、大会の目的をちょっとお伺いしたいんですけれども…これは、一般普及

を目的としたものと考えていいんでしょうか？それとも、ディベートをやっている人の中での集まりなんでしょうか。

（矢野）

えーとですね、JDA の日本語ディベート大会というのは、その両方だと思って欲しいんですね。だから、一般の

部に出る方、というのは、ま、人によりけりですが、初めてディベートをやる方。何しろですね、場合によっては

ホームページって最近ありますよね。ホームページを見て、ディベートというのに興味を持ったから参加したとか

ですね、ディベートというのを、これを通じて知っていただく、という目的がまず一つあるというのと、もう一つはで

すね、実はまだ日本にはディベート大会と呼べるものは少ないんですね。で、行われるものの中でも、英語の

ディベート大会の方がまだ多いぐらいなので、日本語で行われるディベート大会というのは、ディベートをやって

いる人たちにとっても、非常に少ない、という意味で、ディベートをやっている人たちが、より力を磨く場としてでも

あるわけです。だから、その二つだと考えてください。その二つがあるからこそ、二つの部門に分けてやってるん

ですね。

（質問者 1）

で、二つ、ということで、その場合、（決勝戦も）ディベートの技術を磨く場として考えてもいいんでしょうか？
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（矢野）

この決勝戦ですか？この決勝戦は、そういう機能もありますね、もちろん。JICA のチームの方も山形大学のチー

ムの方も、かなり上手いんですが、これを通じても、さらに上手くなって欲しい、というのもあるし、あと一つはです

ね、この試合なんかは、いい試合だったので、一般の部の方に出場された方などが、将来目標とすべきディ

ベートにある種、近づいているディベートだと思うんですね。ま、これが窮極の姿だとは本当のことをいわせても

らうと思わないんですが、それでも、かなりいいディベートだったと思いますので、そういった、見本となるべきもの

として、やはり、それが二つあると思うんです。

（質問者 1）

で、結局引っかかるのは内容なんですが、先ほど先生のおっしゃられたように、スピードの問題が一つ挙げられ

ると思うんですけれども、例えば、経験者の人たちは当然早口で喋ってるのを聞くのは、それは別に問題ないと

思うんですけれども、未経験者が見て、とてもあんなに早く喋れない。やっぱりこれは常人には不可能だ、と思う

ことはないんですか？そういう懸念が個人的にはあると思うのですが、そこの所はいかがでしょう？

（矢野）

スピードに関しては、実は統一見解がある訳じゃないんですが、私はですね、肯定側の人たちのスピーチスピー

ドは、そんなに、ついていけないほど早いとは感じなかったと思うんですけど、否定側の人たちは、ちょっと若干

早かったなと思うんですね。で、一般的にですね、スピードが、トーナメントディベートになると、早くなる傾向が見

られるんです。で、私個人の考えでいうならば、トーナメントディベートの中でも、一定以上のスピードを上げるの

は、禁止すべきだと思っているんですね。というのは、議論がうわついたものになるし、聞き取れないから、という

形になると思うんですが、ただしですね、ディベートの目的によっては、ある程度スピードの速いものがあっても

いい、という風な意見はあるし、私もそれは正しいなと思うんですね。というのは、例えばですね、非常に専門的

な、アメリカ等で行われているのでも何種類かあるんですけれど、例えば、法学者とか弁護士とかを育てるとかい

う風な、ディベートの場合には、どっちかというと、論理的な思考の早さとかも訓練しなくちゃいけない、ということ

もあって、情報量、ある程度の情報量を操作する能力というのが必要になってくるわけですね。だから、そういう

試合においては、まあ、そういった、人それぞれ、試合においては、ある程度のスピードを出すことは、やむを得

ないかな、と思うんですね。ただし、くれぐれも勘違いしないで欲しいんですが、大会ディベートで熟達した方で

もですね、それは一般に通用するものではないんだ、ということを心に留めておいて欲しいんですね。だから、一

般の前で喋る局面になったときに、早口で喋ることは絶対にやめて欲しいということですね。それはあくまでディ

ベートの試合の中で、練習の…ある特殊な練習のやり方としては許されることではあっても、それ以外の場面で

は全然役に立たないんだよ、ということは、忘れないで欲しいですね。で、ま、一応、私個人の見解も含めてです

ね、トーナメントディベートで、これを見せているのが、理想的なスピードだとは僕は思っておりません。ちょっと速

すぎたかな、と思います。やっぱり。

（質問者 1）

あと、ちょっと今の話とは関係ないんですけれども、PHP から、北岡(不明)という人が、ディベートに関して二冊本

を出していると思うんですけれども、その中で、ディベートは仮説と仮説のぶつかりあいである、という風に、書い

ておられるんですけれども、松本先生は、それはもう 80 年代に(不明)されたというだけで、消えてしまった議論な

んだ、と。これは、やはり松本先生の意見がただしいんですか？

（矢野）

えーと、要するに、ディベートの場面をどうみるか、という議論でですね、1980 年代初頭のアメリカでですね、

Hypothesis testing paradigm という、ちょっと難しい用語を出してしまいましたけれどね、そういうものが出たことは、

確かにあるんですね。ただ、そういう場面としてのみ見てしまうと、ディベートの議論とか、ディベートの教育、とい

うのを、非常に、不当にせばめてしまうことだ、ということで、今は取られていません。これはアメリカでも取られて

いないし、日本でも北岡先生というのは私は個人的には存じ上げませんけれど、ちょっと Out of date な感じがし

ますね。

（質問者 2）

先ほどと違って、今日の試合についての話なんですが、否定側第一反駁で、被害者の囚人の家族の話をなさっ

てましたよね、さきほど。その中で、「ああいう犯罪をしたんだから、差別されてもしょうがない」みたいな、議論をし
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ましたよね、それは、アメリカでも聞いたことがあるんですが、Punishment することは出来ないんですか？つまり、

差別的な態度をとった、そんなチームを負けにするなんていう議論は出来ないんですか？

（矢野）

いや、僕もあの議論はあまりいい議論だとは思わないんですね、本当のこというとね。というのは、返答としても良

くないし、倫理的にもあまり良くないと思うんですよね。だから、返答としても、返答には実はあまりなっていない

んですよね。だから、具体的にね、犯罪者というのは大体、二十歳以上の成人に対して家族が責任を負わなく

ちゃいけないという風な論理はね、世界的にどこにも通用しないという意味で、そんなこといったところで、論理

的説得力がないという意味でもそうなんだけど、二番目にね、そういった、ある種の…なんていうんですかね、連

帯的理論ていう風ないかがわしい古代的な発想をですね、倫理的に助長するような発言というのはね、僕は極

力やめるべきだと思うし、それはディベートの議論を説得力だけという観点から見てもね、そんな発想の人が周り

にいないことを考えれば、その様なことをいっても効果がない、ということもあるし、そういったことを復活させるよう

な議論というのは、僕はやるべきではない、という意味で、二重の意味でまずいな、と僕も思いました。ただ、それ

だから「負けにしろ」というかどうかは、ジャッジさんの観点によると思うんで、それに関しては、判断は分かれると

ころではあると思いますけれど、まずい議論だというのはおっしゃるとおりだと思うんで、いい点をついてらっしゃ

ると思います。

（質問者 2）

細かい話なんですが、そういった議論を取るか取らないかということは、まだ議論が分かれる話なんですか？

（矢野）

だから…そうですね。ある意味で、どこまでそうした非倫理的な議論という…非倫理的な議論の度合いにも因っ

たりするかも知れないので、それは一概には言えませんよね。だから、ある種、相手をからかうような議論をした

だけで試合が負けになってしまうのか、とかですね…、そうすることによって、ディベーターに与える影響を考え

ながらやらなければならないんで、結論は出にくいと思うんですよね。ただ、それによってデシジョンは左右され

るべきだと僕も思います。だから、あまりひどいことをやったばあいは、論理的にどれだけまともなことを他に言っ

ていたとしてもね、試合というのは教育の場面でもあるんで、そう言った議論をね、ディベートの試合を通じて、い

い議論というのを生き残らせよう、というのが…いい議論のやり方を勉強してもらうというのがディベートな場面な

んで、まあ、根本的な合意はないですけれど、ある程度反映させるべきだ、という風な形にはね、日本でもなって

いきつつあると思います。

他にないでしょうか…なんか、非常に専門的な質問が続いたんですが…易しい質問でもいいんですが…。

（質問者 3）

今回のディベートでは、立論が二回だったんですが、…私中学校の教員なんですけれども…、学校では、一回

の立論でやるようにしてるんですが、一回の立論と、二回の立論の大きな違い…それは何か構造的な問題から

来た…教育的な効果について、もしあれば、三つくらいにまとめてお話ししていただければ…（笑）

（矢野）

三つですか…三つ…まずですね、一つはですね、時間的制約によると思うんですね。二対二という形式のディ

ベートが、アメリカ等ではもうほとんど…メジャーというか、もうほとんどそれしか行われていない部門もありますし、

一対一ディベートという形でですね、一人で行う場合もあるんですね。例えば…時間的な制約というか、ディ

ベートの目的と、対象とする人数等によってしまうとしか、答えようがないですね。一つにはね。というのは、中学

でなさっている場合には、非常に多くの方にディベートを体験してもらうという意味があるわけですよね。その場

合にはですね、やっぱり一回しか出来ないという場合もあると思うんですね。あと、もっと極端な場合ですね、アメ

リカで実際に見聞したんですけど、50 人くらいのクラスで、みんなやってもらうために、もう、一回立論をやって、

一回反対の立論をやって、その後に一回反駁をやって、それでおしまい、という形式のこともクラスの中で行わ

れたりするんですよね。それでも、議論のやり方を学んでもらうためには意味がありうるわけですよね。で、勿論そ

こでは、議論の深さというのは出て来ないわけですよ。二回立論がありましたら、一回やった立論をもとに反論し

て、その反論にさらに反論するような、立論を加えることが出来るわけですね。いきなり反駁に入ってしまうと、立

論であった同志の比較にいきなり入ってしまいますので、議論の深みというのは勿論出て来ないんです。だから、
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深みということを教えるためには、二回くらい立論があった方がやはりいいんですよね。だから、議論の中身の話

というのが二点目になると思うんですけれども、それは、目的と対象とする人間、人数によってかなり左右されて

しまうんでね、一回の場合がいい、というケースも非常に多いとは思うんですね。特に、経験してもらう、という意

味では。経験してもらうだけでもかなりの教育的効果がありますんで…。ただ、突っ込んでやろうという意欲のある

人たちを、少人数を相手にする場合などには、二回、というのがあると思いますね。

三つじゃないですが、すいません。

（ここで角松氏が乱入）

あの、先ほど出ていた、否定側の議論で、差別的な議論に何等かの Punishment を設けるべきだ…ことも考えら

れるのではないか、という点なんですけれども、恐らく、論点は二つあるんですね。先ず一つは、そういう議論を

出したこと、それだけを理由として、出した側を負けにすることが出来るかどうか、点でして、もう一点については、

まあ、完全な場合があるわけではないんですが、なかなかそうまでは行かないだろうなあ…もっとひどい差別的

な議論が出てくると、まだ分からないものはあり得ますけれども、あの程度だと、それだけで無条件に負けにする

理由にはならないだろうな、という点が、大方の合意ではないかな、と思います。

で、それとは別に、非常に、そういう議論をカウントすべきかどうか、仮に、そういう議論が出て、相手方がそれに

実際反論しなかったとしますね。で、実際ディベートは相手が反論しないと負けだ、というルールが、一般的には

あるわけですね。で、その場合、仮にそれだけが残ったとする。それを、そういう非常識なことを言って、それを

ジャッジがカウントするのか。それとも、これはもう非常識な議論だから受け入れない、というようなジャッジの裁量

で出来るのか、と。これが二番目の論点になって来るんだろうな、と思います。で、この点が多分、審査員のなか

で意見が色々分かれてくる所じゃないかな、と思います。私自身は、さきほど出たみたいな、私個人としては、

ちょっと受け入れがたいし、この議論がはびこるようだと困るな、と思う議論でも取るようにしております。でも、こ

の点、取らない人もいるだろうな、という風に思います。取ることのデメリットというのは、まず、先ほどおっしゃって

おられましたように、あまり、いい議論が残っていく、という、ディベートがいい方向に進んでいかないのではない

か、という懸念があるんですね。それが取らない理由になる。もう一つ、取る理由になるかも知れないな、と思うの

は、これは北野宏明さんが「ディベート術入門」という本で書いておられることなんですけれども、彼が 80 年代の

始めにディベートをやっていたときに、経済成長を促進すると環境が悪化されて、生態系がダメージを受けると

か、種が滅ぶ、という風な議論を、彼の主張によれば、彼が日本で最初に言い出した…まあ、本当かどうかは知

りませんけれども…で、彼が言い出したにも関わらず、その種の議論は全くジャッジが取らなかった、と彼は言っ

てるんですね。私も、割と近い時代にディベートをやっていて、確かにあのころのジャッジにはそういうのを取らな

い人はいただろうな、という記憶はあります。で、私がやったときには、例えば、フロンを規制するべきだ、という

ケースを出したんですけど、当時、それを理解できない審査員というのがかなりいたんですね、その当時におい

て。ですから、ある時代において、必ずしも常識でない、非常識な議論が、それが時代が進んで行くに従って、

常識になってくることと言うのは、抽象的な可能性としてはある、ということが、まあするべきなんだなあ、と思いま

す。ですから、私は出来るだけ、私は非常識だと思うような議論も取るようにしています。ただ、今日のような議論

は、あれが未来に常識になってくるようなことは、まずないだろうとは思いますけど、一応、抽象的可能性として否

定できないから、まあ、とりあえず採用するしかないんじゃないかな、というのが、私の意見です。この点、色々意

見が分かれるところだと思います。

（質問者 4（おそらく佐藤義典氏））

今回ですね、死刑というのは、権利に関わる問題が大きいと思うんですけれども、これに関しては、どういう風に

議論していけばいいという風に思いますか？いわゆる価値構造の話で、例えば、公共の福祉と生存権の話とか

出てましたけれど、そこらへんにつきまして、どういう風に議論を展開すべきだと、もしくは、していくべきなのか、

示唆をいただけると…。

（矢野）

あのですね、こういう風な形ではすべきではないだろうな、というのは、一つ挙げられるんですね。というか、そう

いう形の議論しか出来ない、という風に思い込まないで欲しい、というのは、例えば、日本政府はこういう判断を

しているから、とか、場合によっては、最高裁はこういう判断をしたから、これはこれに優先される、という風な議論

の立て方を、結構よく見られるんですね。でも、それってディベートを否定していることに一部ではなってしまうん

ですよね。つまり、ディベートでは、ある意味では、日本政府がこうだから、と言っている、だけども、それが正しい
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のかどうか、というのを議論するのがディベートであったり、最高裁はこういう判断をしてしまった、けど、これが正

しいのか、というのを問い返すのがディベートであったりするわけですよね。だから、そういう議論をする側は、一

つの説得力の根拠として、最高裁がやった、ということを言うかも知れないけれど、それだからと言って、そこで

ディベートを止めてもらっちゃ困るわけですね。だから、例えばですね、…ま、いろんな論法があると思うし、私よ

りはですね、多分法学をちゃんとやってた方の方が詳しいと思うんで、それに関して私は積極的なコメントが出

来ないんですけれど、公共的福祉と、人権、とか言う形でですね、対立させる場合に、一番最初に、思うのはで

すね、公共的福祉対人権という形の図式を当てはめるにしろ、そういった用語の、…一般的にですね、公共的

福祉というのが該当する範囲がなんなのかっていうのを明示しないで使うとか、そういった用語レベルでの曖昧

さを減らして欲しいな、というのが、まず、権利とかの議論に関して、一番最初に感じることですね。例えばです

ね、騒音、っていうのをですね、例えばですね、死刑を廃止したら騒音が増えるっていうていどの公共的福祉の

侵害であるならば、それは死刑を容認する議論としてはあまり説得力を持ちませんよね。だから、どっちかという

と、その、より突っ込んでですね、公共的福祉とか言う程度ではなくて、まあ、恐らくですね、刑法の世界でもいろ

んな、その、死刑の場合でも、いろんな、例えば、団藤重光氏かなんかが書いている、死刑反対論の方でしたら、

死刑というものを判断する際にはね、刑罰というのはそもそも教育刑という立場から判断しなければならない、と

いう風なことが書かれていたりするわけですね。刑罰の目的というのは、犯罪人を更正させることだ、と。そういっ

た教育刑の立場からすれば、死刑というのは、教育刑としての意味を持たない、これ、今回の肯定側の議論にか

なり近かったと思うんですけどね、ま、そういう立場もあれば、死刑というのは、応報刑、といわれる理論に基づい

て組み立てている部分もあるから、犯罪者の更正といった、犯罪者の更正されている、その、将来的な人権に関

して、考えなくてもいい、という立場も、二通りあり得ると思うんですね。そういった論理的な構造に関しては、かな

り、法学の方で議論されていると思うんですね。だから、そこらへんは、一応、この部分ではちょっと導入的なこと

しか言えないですけど、ただ、そう言った議論を直接導入するにあたっても、先ほど言いましたように、わかりや

すく説明する、というのがディベートの目的ですから、ジャッジをやっている人も、法学の専門家、なんてことは全

くないわけですんで、その用語をそのまま持ち込むんではなくて、それを説明するということ、あと、説明する際

にも、適用している部分が具体的に何をさすのか、というのを曖昧にしないで出すこと、この二点は注意してやっ

てください。

じゃ、もう終わったようなんで…。（拍手）


