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はじめに

2003年 3月 8日、国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）にて、第 9回 JDA春期ディ

ベート大会が開催された。20チームが 3試合の予選を行い、勝ち数と得点により、AK2brainsチームとマー

チ 1号チームが決勝戦に進出した。決勝戦の審査員は、瀧本哲史氏（ジャパンマネージメントアンドインベ

ストメント）、波江野武氏（トーマツコンサルティング）、別所栄吾氏（社会経済生産性本部）、安井省侍

郎氏（厚生労働省）、矢野善郎氏（東京大学）の 5名。このうち 4名の審査員が否定側に投票し、AK2brains

が優勝した。また、審査員の協議により、AK2brainsの土田逸朗氏がベストディベーターに選出された。

本トランスクリプトは、この決勝戦の模様を記録したものである。トランスクリプト作成にあたっては、

当日撮影されたビデオテープをもとに、ディベーターの喋った内容を極力そのまま記録し、さらに、各ディ

ベーターによるチェックを行った。また、トランスクリプトの後に、予選の結果および、試合内容の理解を

助けるためのフローを添付した。

本トランスクリプト中に引用されている証拠資料（エビデンス）については、一切検証作業を行ってい

ないため、使用の際は、原典にあたり、問題のないことを確認してから引用していただきたい。

肯定側第一立論：田畑法子　マーチ 1号

始めます。

論点 1：検閲による表現の自由の侵害。

A 教科書検定においては検閲行為が行われてい

ます。

現代用語の基礎知識 2002年において、検閲は次

のように定義されています。

引用開始。「言論・表現を事前に抑制し、情報の

伝達を阻害すること。日本国憲法 21条 2項は検閲

を『絶対的』に禁止することを規定している。歴史

的に、検閲の禁止が言論の自由の基礎をなしてき

た。1695年、イギリスは出版許可法を廃止し、アメ

リカでも憲法修正第 1条によって言論の自由を確

立する法理となった。日本国憲法の検閲禁止規定

はそれ以上の意義を有している。」引用終わり。

そして、教科書検定においては検閲が行われてい

ます。

堀尾輝久、中央大学教授、86年、引用します。「再

考を求めるだけならばまだいいのですが、『これを

書き直しなさい』『これは書き直さないと合格にし

ませんよ』という検定があること自体が非常にお

かしなことです。つまりそれはもう実質的に検閲

だということになる、検閲は憲法 21条で禁止され

ている、教科書検定の実体は検閲にあたっている

と言わざるをえない。」

B 検閲行為は表現の自由を侵します。

表現の自由は日本国憲法の中で民主主義の中で

は重要な基本的人権です。そして、憲法は検閲を無
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条件に禁止しています。

「図解による法律用語辞典」引用します。

「憲法 21条は『集会、結社及び出版その他一切の

表現の自由は、これを保障する』と定める。表現の

自由、特に言論・出版の自由は近代民主主義の中

核的意味を持った重要な人権であり…日本国憲法

には…更に、『検閲はこれをしてはならない』と定

め、言論統制の手段たる『検閲』を無条件に禁止し

ている。」引用終わり。

そしてさまざまな権利の中でも表現の自由は特

に守らなければけないものと、裁判で位置づけら

れてきたものです。

毎日新聞 99年 10月 15日、引用します。

「さまざまな権利の中でも表現の自由は『優越的

地位を占める』といわれる。口幅ったいが、最高裁

判例でも『表現の自由は、特に重要な憲法上の権利

として尊重されなければならない』と位置付けら

れてきた。」引用終わり。

また、表現の自由は、権力が暴走するときの歯止

めになります。

城山三郎、作家、引用します。

「言論が自由であれば、権力主義的な暴走を抑え

られる。そういう自由があるからこそ自由主義は

いいのであって、他の意見を一切許さない姿勢は、

不自由な社会へ向かう大義になっていく。」引用終

わり。

論点 2：教科書による権力の思想コントロール

A 検定試験により、政府の望む教科書をつくる、

厳しいチェックが行われています。

「教科書レポート 94」引用します。

「現在の検定は、『書かせる検定からあらかじめ

書いてある検定』といわれるように、政府の政策に

関わる問題については厳しいチェックが行われ、

さながら教科書を政府の『広報誌』にしようとする

ものである。」引用終わり。

B 国は現実の社会制度を疑うことのない人間を

育てるために教科書を利用している。

上野清士、ジャーナリスト、82年、引用します。

「国は、その子どもたちがやがて成年になったと

き、現実の社会の制度を疑うことなく受け入れら

れるような人間にするため、学校や先生たちを指

導し、教科書の内容もそれにふさわしいものにす

る。」引用終わり。

政府が教科書に恣意的に介入することは思想コ

ントロールである。

加藤周一、立命館大学客員教授、引用します。

「そもそも歴史教科書を政府が検定し、公認する

ということは、歴史の解釈や理解の仕方について、

権力が介入し、統制するということです。歴史意識

というものがその社会の現在と将来のあり方に深

く関わる以上、それは権力が社会の精神的、知的自

由をコントロールすることにほかなりません。」引

用終わり。

国家の思想コントロールは日本を軍事国家にす

るための準備である。

徳武敏夫、沖縄国際大学非常勤講師、引用します。

「自衛権・PKO協力法・自衛隊・日米安保条約

などの記述については、ことさらにきびしい検定

が行われている。自衛隊海外派兵策動を教科書に

先取りさせ、『勇んで』派兵に応じるような若者づ

くり、『軍事同盟体制国家』の人づくりを画策して

いる［と思われる］。」引用終わり。

権力思想コントロールは国民ひとりひとりに影

響を及ぼします。

上野、ジャーナリスト、84年、引用します。

「教科書を国が支配するということは即、教育そ

のもの、教育を支える思想をも束縛し、国家管理す

るということである。知の恐怖支配である。それは

いうまでもなく国家ひとりひとりの存在まで深く

関わってこざるをえない重要問題なのだ。」引用終

わり。
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上からの押し付けにより判断を誤る国民が育っ

てしまいます。国家による思想コントロールは、ま

さに押しつけ教育としか言いようがありません。

そして、弊害は国民が判断を誤るということです。

輝峻淑子［てるおか・いつこ］、埼玉大学［名

誉］教授、引用します。

「結論を出すまでのプロセスが大事なのである。

なぜなら日本のような押しつけ教育をしている限

り、戦前と同じように、上から流される情報に一方

的に操作され、判断を誤ってしまう国民しかそだ

たないからである。」引用終わり。

C 国家による教科書の制定は、“構造的に”非常に

脆弱です。検定制度がある限り、常にナショナリズ

ムのコントロールの危険をはらんでいるのです。

和仁廉夫［わに・ゆきお］、ジャーナリスト

2001年、引用します。

「歴史教育はつねに国家による国民統合の欲望に

さらされる宿命になる。そしてその主たる教材が

教科書である。『国民の物語』は同時に『国民的偏

見』『国民的誤解』『国民的憎悪』の源泉ともなって

次代の若者たちを誤った方向にも導き得るのであ

る。」引用終わり。

そこで、私たちは以下のプランを提示します。

プラン 1：現行行われている教科書検定を廃止

します。

2：廃止後の教科書は、教師によって、識者、父母

の意見を考慮した上で採択されるものとする。

3：その他必要な措置をとります。

論点 3：プランにより国家による検閲はなくな

ります。また、現在、阻害されている教育の自由・

表現の自由は保障されます。

また、もちろん教師は適切な教科書を選択する能

力を有します。これは世界的にも、そして政府自身

にも確認されています。

「教科書レポート 2000年」

「それでは、子どもたちに適切な教科書を選ぶこ

とが出来るのは一体誰なのだろうか。それは［時

間切れ］常に子どもたちと接し…」

否定側質疑（赤津→田畑）

赤津：では、質問してよろしいですか。まず、メリ

ットについて確認したいのですが、メリッ

トは、学問の自由…教育の自由と、あとは、

ナショナリズムから解放される、という 2

点でよろしいですか。

田畑：そうですね、表現の自由と…はい、そうです。

赤津：はい、もう一個確認したいのですが、これは

つまり、歴史教科書について、トピックを絞

っている、ということなのですか。聞いてい

ると、その…自衛隊の話であったり、歴史教

科書の介入であったり、という話があった

のですが、歴史教科書について、少なくとも

この 2点は、絞っている、と見ていいのです

か。

田畑：はい。

赤津：はい、では、メリットの方をちょっと確認し

たいのですが、現在、権力が介入する、とあ

るのですが、これはどういう…、歴史的事実

について、権力が介入して、その結果として

何が起こっているか、ということを、もう一

度確認したいのですが…。具体的な事例は

ありますか。権力が…何か変えられました、

という…。

田畑：立論では…

赤津：立論では、無い…。

田畑：はい。

赤津：その次に、何か、自衛隊について、どちらか

というと国家よりの教育をしている、とい
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う話があったのですが、それによって、結果

として、日本人は自衛隊を認めている方向、

という風なことがいいたいのですか。それ

とも、実際に…

田畑：そうですね、勇んで派兵に応じるような若

者づくり、という風なことを…

赤津：実際に若者は、派兵に応じているのですか。

何か日本でも、イラク戦争に反対している

人が、デモとか行っている気がするんです

けど、その点については、どう思われますか

田畑：それはわかりません。そういうような教育

をしている、という…

赤津：している。はい。あと、判断を誤る、という話

の中で、押しつけ教育によって流される、と

いう話があるのですが、これは、誰の押しつ

け教育なのですか。先生が、押しつけ教育を

することによって、流されるのですか。…生

徒が。

田畑：ま、日本のような…、ですから、国の押しつ

け教育、ということです。

赤津：すなわち、政策採択後はどうなるのですか。

何か、私の考えだと、教師が押しつけ教育を

して、生徒は変わらないんじゃないかな、と

いう感じがするのですが。

田畑：…

赤津：その点は、どう考えられますか。

田畑：分かりません。

赤津：はい。最初の、メリットの前の、検閲の話な

のですが、検閲の定義というのが、何だった

のか良くわからなかったのですが…

田畑：すいません。

赤津：…検閲の定義というのは、どういう…

田畑：はい、では、もう一度読みます。「言論・表現

を事前に抑制し、情報の伝達を阻害するこ

と。日本国憲法 21条 2項は検閲を『絶対的』

に禁止することを規定している。」です。

赤津：それは、もしも、事実と曲がったことを教科

書が書いて、それを阻害してもだめだ、とい

うことですか。そういう内容ではないので

すか。

田畑：そうです。

赤津：そうですか、はい、分かりました。［時間切

れ］ありがとうございます。

否定側第一立論：土田逸朗　AK2brains

まず第一に、大会の運営の方々、すばらしい運営

をありがとうございます。このような機会を与え

てくださったことに、感謝します。審判の皆様、ア

ドバイス、本日は本当にありがとうございました。

これからも、このアドバイスを参考にして、今日も

スピーチさせていただきたいと思います。地元の

東北大学 ESSの皆様、試合やモデルをしてくれた

りして、どうもありがとうございました。最後に、

僕へディベートの楽しさを教えてくれて、今の僕

がここに立っている、その源となった赤津さんに、

心から感謝の意を、改めて表したいと思います。今

日も、研究室をサボって来てくれた、ということで

赤津さんの情熱は、本当にすばらしいと思います。

では、スピーチを始めたいと思います。

デメリット 1：デメリットは、教科書の質の低下

です。

競争原理は、採択される教科書の質を低下させる

と考えます。

論点 1：現状では、教科書検定制度により、間違

いのない教科書の中から採択することになります。

検定制度が誤りを食い止めている例として、現場

の声を引用したいと思います。教科書検定現場に

長年携わる佐藤高明氏は、1982年にこう述べてい

ます。
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「ことほどさように、白表紙本とは誤りが多いの

であって、こういうことからも、教科書にはどうし

ても検定が必要なことがわかる。野放しにして自

由に発行販売させてしまったら、とんでもない教

科書が出回ることになりかねないのである。」引用

終わり。

さらにプラン後、いろいろな教科書が自由に市場

にでることができ、自由競争原理が働きますが、今

は競争原理が働いていないため、チェックする教

科書の数も限られています。

論点 2：競争原理が働くと、採択されるためにす

ばらしく見せようとして、内容が膨大になります。

というのも、教師は、図や表が多い教科書を好むか

らです。2000年度教科書研究センターの発表によ

りますと、

「また、多色刷りの写真や図表などが多くなって

いることの理由としては、そのような写真や図表

の多い教科書のほうが、教師にとって魅力的で、多

くの学校で採択されやすいということが挙げられ

る……。」引用終わり。

内容量が膨大になると、採択する側が全てをチェ

ックすることが困難になります。

1998年に発行された、「カリキュラム開発を目指

すアメリカの挑戦」によりますと、

「多くの場合、採択のための基準に基づいて、教

科書の評価リストやチェックリストを用意してい

るが、時には 180項にもなるほど、あまりにも多く

の項目を全ての教科書にわたって厳密に審査し、

評価するには時間的にも物理的にも困難であり、

教科書の採択過程にあっては、必ずしも影響力を

もっているとはいえないと結論されている。」引用

終了。なお、前の証拠資料と今の証拠資料は、アメ

リカの場合です。

論点 3：チェックできなくなると、誤った教科書

が出回るようになり、子ども達に悪影響を与えま

す。アメリカ CNNニュースの 2002年 11月 4日の

報道を引用します。

「科学誌サイエンスを発行する、全米科学振興協

会の専門化が、米国の教科書の記述を調べたとこ

ろ、たくさんの間違いが見つかった。［中略］調査

を担当したジョン・ハビスさんらは、このような

致命的な誤りだけでなく、脈略の無い記述に満ち

た本のため、子どもたちが悪影響を受けていると

指摘している。『これらの教科書は子どもにうまく

教えられないだけではない。最低限の科学知識を

学ぼうとする子どもの意欲を駆り立てることもな

い』とハビスさんら。［中略］ハビスさんとシュミ

ット教授は『あまり必要とも思えない図やグラフ

などが教科書に多すぎることが問題の原因の一部

ではないか…』」引用終了。

実際、ずっと自由発行・採択を取りつづけている

アメリカでは、学力が下がっています。

京都工芸繊維大学教授の左巻健男が、2001年に

書いた著書の中で、述べています。

「この問題に関して、1983年に発表された「危機

に立つ国家」という大統領諮問機関の報告書が非

常に大きな反響を呼び、以来膨大な量の改革案、報

告書が書かれ、実にさまざまな改革の試みがなさ

れてきた。にもかかわらず、小中高校生の学力の国

際比較では、若干上昇しているとはいえ、アメリカ

はいまだに底辺を徘徊している。」引用終わり。

デメリット 2は、日本たたきです。

今、ある程度の規制があるため、うかつに教科書

を出版することはできません。

プラン後色々な出版社が気軽に教科書を出すこ

とで、右に偏った教科書、あるいは左に偏った教科

書を出す会社がたくさん出てきます。

早稲田大学、水島教授によりますと、

「一方で、中立的な歴史教育など不可能だから検

定制度を緩和、あるいは廃止をしようという考え

もあるだろう。しかし、作る会教科書のようないか

5



がわしい［（僕はこう思います）］教科書が、教

科書検定がなくなることで、どんどん出てくるこ

とも考えられるだろう。」引用終わり。

論点 2：このような教科書の出現を許すこと自

体、近隣諸国の反対を買う可能性がある。以前には

影響が市民レベルにまで広がりました。

東京読売新聞、2002年の記事によりますと、

「しかし、二十一世紀の揺るぎない日韓関係構築

への課題を考えると、ムードに浸ってばかりもい

られない。例えば、昨年の歴史教科書問題による両

国関係の悪化が、スポーツ交流事業の中止など、市

民レベルにまで広範な影響を与えたことを思い起

こす必要がある。（省略）日韓関係は、日本にとっ

て最も重要な政策軸の一つだ。だが、今年前半の日

韓外交は、W杯成功を最優先させ、『休戦』状態だ

った。」

では次に、肯定側の論点 1に反駁していきたいと

思います。

まず、論点 1の最初の、86年の証拠資料について

ですが、これは、あくまで 86年であって、現段階で

は、検定はどんどんと、財政界の圧力により、緩和

される方向にあります。

2002年の読売新聞によりますと、

「今回厳選から緩和へ、検定方針を途中変更した

文科省は、今後さらに、基礎的な必須科目について

も、学習指導要領を超えた、発展的記述を許容する

考えだ。これは、高校の教科書は、厚く詳しくして

良いという、政財界や大学関係者らの声を反映し

たものだ。同省は、ゆとり教育をうたう一方で、科

学技術創造立国への人材育成も掲げてきており、

能力ある生徒向けの教科書、という考えは、省内で

も強くなっていた。」

次にプランです。プランで、プラン後、教師が採

択をする、ということでしたが、これは不可能です

なぜなら、現場の教師は今でもものすごく忙しい

からです。

2000年に放映された、NHKの番組の中で、現場

の教師が次のように述べています。

「現役の公立中学校の教師として、教育現場の実

態を実感している川上氏は、『今の公立小中学校に

携わる教師たちの最大の関心事は、いかにチャイ

ムが鳴ったら教室で着席させるか、無駄話をさせ

ないようにするか、といった、教育の質や内容以前

の問題、秩序を作るのに四苦八苦している。さらに

自由な場面が増えれば、教育現場の混乱を招くだ

け。教育の質は、社会が期待するほどには高くなっ

ていない。』と述べています。」

このような教師が、プラン後どのようになるかと

いうと、忙しくなり、過労死してしまいます。

読売新聞…1999年、読売新聞によりますと、

「その一方で、組合員 3人を含む 18人の教職員が、

脳出血などで死亡したことが報告された。今週組

合が実施したアンケートへの回答者 1,337人のう

ち 37%は『健康状態が悪い』とし、34%は『過労死の

不安がある』と答えた。経験が通じないという悩み

のほか、指導内容の大きさが、勤務の多忙さに拍車

をかけているという。」引用終わり。

肯定側は…［時間切れ］。

肯定側質疑（瀬能→土田）

瀬能：えーとですね、デメリット 1の［教科書

の］質の低下、ということですけれども、何

が起こるかというと、3番目で、誤った教科

書が…、という話でしたね。アメリカの例を

使って、致命的な間違い…例えば、どういう

間違いが致命的なのですか。

土田：例えば、1+1が 10とか、そういうことです。

瀬能：そういうこと出ていると思います？
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土田：いや、実際出ている、というのが、このアメ

リカの…

瀬能：1+1…いや、アメリカの証拠資料には、致命

的な間違いといっても、こういう致命的な

間違い、とは書いてないですよね。

土田：はい。

瀬能：じゃ、例えばの例は、1+1=10ですね。それが

もし教科書に出ていたら、誰も分からずに

1+1=10だと、先生に教えられて、覚えてし

まうような生徒が出てくるのがいけない、

ということですか。

土田：はい。

瀬能：他に何か致命的な間違いはございます？

土田：え…、いや…、そうですね、いけないという

スタンスですね…ネガとしては…

瀬能：致命的な間違い…インパクトでちょっと、

どういうのが起こるのかな、というのをお

伺いしているんですけれども…

土田：はい…

瀬能：まあ、1+1=10みたいなのが出る、というこ

とでよろしいですね。はい。デメリット 2、

日本叩き。日韓関係が重要だ、という話でし

たよね。これ、インパクトなんですけれども

…デメリットの…何が起こるんですか。

土田：北朝鮮問題の…日本における、北朝鮮問題

の例で、今、日韓外交や日中外交を刺激して

…なぜならば、日中韓で共同で、北朝鮮問題

に当たらなければならない…

瀬能：それでは、否定側は、日中韓で協力すれば…

今の状態だったら北朝鮮は抑えられるって、

証明する必要がありますよね。否定側はね。

土田：はい、そうですね。はい。

瀬能：はい、分かりました。ではまた、否定側第二

立論で 2コンしてくれる、と…。OK。他にイ

ンパクトありますか、これ。北朝鮮だけです

か。

土田：いや、他にも色々と…

瀬能：どんな？

土田：え、いや、え～…

瀬能：いや、話してくれないとちょっと、デメリッ

トなんでね。返す際にも、ちょっと曖昧な点

が多いんで聞いているんですけれども。

土田：例えば、スポーツ交流事業の中止で…

瀬能：はいはい。

土田：いや、まあ…

瀬能：はい、そう書いてありましたね。まあ、そう

いうことですね。あと、それプラス北朝鮮問

題ですかね。

土田：はい。

瀬能：はい、分かりました。じゃ、メリットの方な

んですけれども…えーと、教員は今でも忙

しい…これ、問題解決性のところでしたか

ねえ。で、教師が教科書を選ぶと、過労死す

る、ってわけですか。

土田：そうですね。今教師はもういっぱいいっぱ

いということで、プランを採択したら…

瀬能：今の授業のレベルというのは、否定側の意

見として、教員はうまく授業を行えている

…どうでしょう、立場として…

土田：ん～、まあ、証拠資料…

瀬能：否定側の立場。現状はいいものだ、現状のシ

ステムはいいものだ…

土田：現状はいいものだ、もちろん現状はいい…

瀬能：ということは、教員はきちんと授業を行え

ている、という前提で…

土田：そうですね。忙しいながらもやっている、と

いう…

瀬能：それはどこで証明しました？

土田：いや、それは証明はしていないですけど…

瀬能：はい、立場としては、ということですね。

土田：はい、立場としては、そういうことです。

瀬能：はい、なるほど、分かりました。えーと、そう
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ですね…。質の低下、というのは、これはま

あ、誤りがある、というだけですよね。

土田：そうですね。誤りがある、ということは…

瀬能：そのまま出てしまう、と。はい、3分間です。

［時間切れ］

肯定側第二立論：桂見惟子　マーチ 1号

お待たせしました。肯定側第二立論を始めます。

まず、プランの解決性、読みきれなかったので、

読ませていただきます。

教師は適切な教科書を選択する能力を十分持っ

ています。これは、世界的にも、政府にも確認され

ていることです。

引用を始めます。「教科書レポート 2000年」

「それでは、子どもたちに適切な教科書を選ぶこ

とが出来るのは一体誰なのだろうか。それは、常に

子どもたちと接し、それぞれの教育内容に精通し

た教師ではないだろうか。子どもたちに授業を行

うために最適な教科書を教師自身が選択する。そ

れが大切であることをユネスコも勧告しているし、

政府の行政改革委員会でさえ述べている。」

このように、教師はちゃんと正しい教科書を選べ

ます。なので、まず、否定側が出すような、質の低下

問題のあるような教科書から出てくるようなデメ

リットは発生いたしません。

次に、デメリットの方の攻撃をしたいと思います。

まず、デメリット一番目の、質が低下してしまう、

このデメリットなんですけれども、はっきり言っ

て、何が問題なのか、全然わかりません。彼らは、質

疑で確認したように、私たちのプランを取ってし

まうと、質が低下する、その根拠として、致命的な

間違いとして、1+1が間違えられると…、そんな、

どうでもいい、誤字脱字のような、そういう類のこ

とが、質の低下、と、彼らはいっているんですね。そ

のような問題は、はっきり言って全然インパクト

がありませんので、デメリットとして立てないで

下さい。

で、なおかつ、もしそれを…誤字脱字等が出てし

まった、という、そういう問題が出てしまったとし

ても、教員がチェックをすればいいんです。で、私

たちの方が…プランの方で、それは解決できると

いう風に言っていますから、デメリットは発生い

たしません。

2番目なんですけれども…デメリット 2番目です

ね…デメリットの 2番目なんですけれども、まず、

右よりの教科書が出るのかどうか、ということで

す…否定側の方のデメリットの方の 2番目なんで

すけれども…、ごめんなさい、まずデメリットの 1

番目をもう一回思い出してください。学力低下…

今の状態でも、ユニークネスは無い、ということで

す。なぜならば、学力低下って、今でも起こってま

すよね。

神戸新聞 2000年、引用始めます。

「『これ以上「ゆとり教育」が進むと、学力低下に

歯止めがかからなくなる』三月四日、京都大で開か

れたシンポジウム『日本の教育』。東大、慶応大など

の教授ら十五人が、学生の学力低下を示すデータ

を次々に報告した。」

このように、今でも学力低下は実際起こっていま

す。なので、質が低下して、学力が低下する、という

ことも言えません。

それからですね、最後のアメリカの資料なんです

けれども、教科書検定が無いので、アメリカの…そ

の…例というのが、否定側から出されました。これ

は、教科書検定が無いので、アメリカが、学力が低

下したとは言っていないんですね。ただ単に、アメ

リカは長く自由発行しているから、その弊害があ

って、子どもに悪い教育がされているとしか言っ
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ておりません。

次に行きます。デメリット、外交問題の方に行き

ます。

まず、デメリット、外交問題、右よりの教科書が

出る、それが問題だと言いました。はっきり言って

何が起こるか分かりません。日中、日韓関係が悪く

なったとして、具体的にどのようなことが起こる

のか、彼らは証明していません。とてもメリットを

上回るとは思えません。

次ですね。デメリット…否定側のデメリットには

ユニークネスもありません。教科書検定がある現

状においても、実際に外交問題が起きているから

です。

引用始めます。アサヒドットコム 2001年、引用始

めます。

「韓国の通信社、聯合ニュースは 7日、金大中大統

領が歴史教科書問題に関する日本側の回答に抗議

するため、8日から訪韓する自民、公明、保守の与

党 3幹事長との会談を拒否する方針を固めた、と

伝えた。」

このように、現在でも外交問題は起こっています。

否定側は、検定がなくなることで、より外交問題が

起こってしまう、ということを、エビデンスを用い

て証明していないのです。なので、この議論を取ら

ないで下さい。

次にですね、ケースの方の、攻撃されたことを返

したいと思います。

まず、私たちの方で言っている、教科書検定は、

今では財政の力が働いているので緩和されている、

という風に彼らは言いました。そんなことはござ

いません。歴史の、国の施策に関する部分は、不合

格にされる、ということを、私たちの立論でも述べ

ました。で、実際にそのようなことが起こっており

ます。

1998年、琉球新報、引用始めます。

「新検定制度は、臨教審の答申を受ける形で、検

定前の申請本の公開や不合格理由の開示など、情

報公開も徐々に拡大されてきている。かつてのよ

うに重箱の隅をつつくようなことはなくなったと

はいえ、自衛隊など国の施策に関する部分は依然

として厳しく、検定の本質は変わっていない、と関

係者は指摘する。不合格のカードを常にちらつか

せているのが実態である。」

このような形で、中心的なことは全く変わってい

ません。

で、さらにですね、プランの方の…プランを取っ

てしまうと…否定側は、プランを取ってしまうと、

先生がどんどんどんどん忙しくなって、過労死し

てしまう、というようなことを言っていました。で

まず、ここのカードで確認していただきたいんで

すけれども、18人の人が脳出血で死んだ、という風

に言っていたんですけれども、そのカードで正確

に…聞いていますと、過労死の不安がある、と言っ

ているだけで、過労死で死んだ、とは言っていない

んですね。ですから、この、彼らの主張を支えてい

る証明ではありませんので、ここは、エビデンスと

して取らないで下さい。

あと、もしそうだとしたとしても、なればなる…

結局、忙しければ、忙しいほど過労死する、という

ことも、彼らは証明していません。ですから、リス

クはすごく小さいです。

で、実際に、瀬能さん、高校の先生なんですけれ

ども、瀬能さんは今も教科書を選んでらっしゃる

んですね。でも、死んでないです。生きてます（笑

い）。ですから、彼が、生きているエビデンスなん

です。ここを取ってください。

そうしましたら、デメリット 2番目の方に戻りた

いと思います。ごめんなさい、オーガニゼーション

が非常に悪くて。
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外交問題が起こる。アジアと関係が悪くなる。で、

あと、外交問題で、外交で問題になるのは、教科書

だけではありません。アジアの国の問題…国との

外交問題で…問題化しているのは教科書問題だけ

ではない。例えば、有事法制の問題とか、小泉首相

の靖国参拝の問題…色々たくさんあるうちの、小

さな一つに過ぎません。で、教科書問題というのは

日中、日韓関係にも、打撃を与えていません。［時

間切れ］

否定側質疑（土田→桂）

土田：まず、教師は適切な教科書を選ぶ、というこ

とですが、これは、全員の教師が…すべての

教師が、適切な教科書を選ぶ、ということが

できる、と言っていますか。

桂　：まあ、でも世界的に、それは言われているこ

となんですね。全てかどうか分からなくて

も、ユネスコとか…政府の行政［改革委員

会］ですら、それは言っている、認めている

…

土田：いや、そういう意味じゃなくて、100人先生

がいたとして、100人の先生が、その、適切

な教科書を選べるかどうか、ということに

ついて、お伺いしたいのですが、どう考えま

すか。

桂　：物事に 100%ということはあり得ないと、私

も思っているので…

土田：あ、分かりました。はい、了解です。次に、デ

メリット 1についてなんですけど、学力低

下が今でも起こっているという話でしたが、

これは、何で学力低下が起こっているとい

う話なんですか。こちらの…

桂　：ま、教科書問題ではない、ということははっ

きりしているんですけれども…

土田：どういう話なんでしょうか。もう一度、要点

だけをお願いしたいのですが…。

桂　：データとして、学力低下が起こっている、と

いうデータがある、と…。それが、あるシン

ポジウムで提出されている、ということで

す。

土田：分かりました。次に、デメリット 1に関して

基本的に、インパクトが無い、という話でし

たが、生徒の学力…生徒が間違った教科書

を使うということが、全然問題無い、という

ことですか。間違った教科書を使ってもい

い、というのが、そちら側の話でしょうか。

桂　：…もう一回…

土田：あの…インパクトがない、という話でした

よね、教科書が悪いことに。じゃあ、間違っ

た教科書を生徒が使うことっていうのは、

いいことなんですか。

桂　：ええと…まちがった教科書を…

土田：生徒が使う…

桂　：生徒が使うのが…ええと、あ、なるほどなる

ほど…。それはでも、正されればいいだけで

すよね。

土田：正されればいい…。正されなかったら、どう

するんですか。誰が正すんですか。

桂　：あんまり、正されない…正されるかどうか、

というのは…正されるんですよね…だって、

まず先生が見ますよね。教科書を使って…

土田：では、先生は、その教科書を選ぶ、というこ

とは、その教科書は正しいと思って選ぶわ

けですよね。

桂　：ええと、正しいのは必要なんですけれども、

私たちが言っているのは、つまりその…小

さな間違い…

土田：小さな間違い…あ…誤字脱字の話…

桂　：教えているときに、あ、ここ字が抜けている

な、とかいった、気が付けばそのくらい…
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土田：あ、分かりました。ではちょっとお伺いした

いのですが、そちら側のメリットの重要性

というのは、何なんですか。その…学力低下

を上回るような重要性というのは、挙げら

れると思うんですけれど、それは何なんで

すか。

桂　：ええとですね、今起こっていることが、本当

に正しいかどうかが分からなくなってしま

う…

土田：え、肯定…

桂　：みんなが間違っているということは、みん

なでそのままその方向に進んだり、とか…

土田：今、じゃあ実際確かめて…

桂　：あと、表現の自由ですね…

土田：今、ちょっと、そちらの方向に進んで…表現

の自由はない、っていうことですか。

桂　：表現の自由、ないですね…ないです。

土田：わかりました。以上で質問を終わります。

［時間切れ］

否定側第二立論：赤津義信　AK2brains

では始めます。まずデメリット 2です。

最初に、彼らは、具体的な重要性は何か、という

のは、プランのところで説明します。

2番目に、すでに教科書問題は起こっている、と

いう話をしていますが…しています。この点につ

いて、まず、現在の教科書問題というのは…という

か、教科書問題として…少なくとも…とりあえず

まず現状として、教科書検定のおかげで、偏った歴

史認識は排除されています。

作家の小山氏は 2001年にこう述べています。

「検閲指針どおり、『外国批判をせず、日本を擁護

せず』という制限つきで、戦前の日本国家史と対外

関係史を研究し、書籍につづればどうなるか。この

制限の中でできるだけ日本国家の立場を守ろうと

すれば、戦前の日本国家の長所にも短所にもあま

りふれないことになるし、対外関係における『悪

行』にも『善行』にも言及しないことになる。その結

果、きわめて無味乾燥な、まったく内容のない、し

かし偏りの少ない歴史教科書ができあがることに

なる。」

で、さらに、2番目として、実際に右よりだと非難

を浴びた、作る会の教科書でさえ、検定では 130ヶ

所以上もチェックされています。

読売新聞 2000年によりますと…引用します。

「『作る会』の教科書は、従来の歴史教科書を『自

虐史観に陥っている』などと批判する人たちが執

筆。『韓国併合』を『東アジアを安定させる政策とし

て欧米列強から支持された』と表現したが、文部科

学省の指摘で全文を修正するなど、計百三十七か

所の修正を経て検定に合格した。」引用終わり。

ですので、この…現在金大中大統領が抗議してい

るのは、こういう右翼的な話ではなくて、歴史認識

の違いなどの問題であると考えられます。

しかしながら、この歴史認識の違いに関しては、

現在共通の歴史認識を得るために、共同研究を進

めています。つまり、歴史の教科書問題は解決に向

かっています。

読売新聞 2002年を引用します。

「日韓両政府は五日、『歴史共同研究推進計画』を

発表した。学者らによる『日韓歴史共同研究委員

会』を組織し、古代、中世、近現代の各歴史分野ごと

に両国の学説や解釈について話し合い、『歴史認識

の共通点を見いだすよう努める』としている。」引

用終わり。

ですが、政策採択後、検定がなくなるせいで、共

通の歴史認識を反映させる場もなくなります。も

ちろん、それを明らかに無視した、戦争を賛美した

ような教科書が出てくるので、韓国は憤慨するは

ずです。
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3番目…彼らの 3番目の議論です。プランによっ

て、彼らが怒らない、というような議論をしていま

すが、第一点目として、現在、金大中大統領は、教科

書検定を強くしたい…検定をもっと強くして欲し

いと言っています。

読売新聞 2002年より引用します。

引用「福田官房長官は十五日午前の記者会見で、

韓国の金大中大統領が十四日の年頭会見で歴史教

科書作成に政府が関与すべきだとの考えを表明し

たことについて、『色々な議論があると思うが、そ

う簡単なことではない。少なくともわが国におい

てはそう簡単ではない』と述べ、否定的な見解を明

らかにした。」引用終わり。

しかし、肯定側の政策は、この韓国の意向と全く

逆の政策を取ってしまう…。それは、検定を廃止し

て、全くチェックのない…チェックをしない、とい

うことです。それによって、先ほどの、作る会の教

科書の検定前のもののように、戦争を賛美したよ

うな教科書が出ます。ですので、明らかに反発が訪

れます。

この点について、彼らは 4点目に有事法制などが

ある、と言っていましたが、それによって実際どん

な問題が起こっているかは、言われていません。

次に、2点目として、歴史認識の違い程度の問題

でも、歴史教科書の場合は、交流が禁止されていま

す。デメリット 2の、第一立論の、二つの証拠資料

を引用してください。ですので、今回の場合はさら

に、戦争を賛美するような、超右翼な教科書が出る

と考えられます。ですので、もっと…さらにひどい

ことが起こります。

もちろん、4点目…次の点として、今までに、こう

いうことは無かったことですので、これまでにな

かったような激しい反発が予想されます。

で、重要性です。重要性の一点目は、もちろん、こ

のような教科書が出ることによって、外国人…、韓

国人であったり、中国人であったり…人たちが、日

本に対して強い反感を持つことです。もちろん、そ

の…彼らのメリットの方で述べているような、コ

ントロールなどと言っていますが…実際何が起こ

っているか分かりませんが、明らかに反発は起こ

りますので、その、反感を持たせてしまう…不快感

を持たせてしまう、という意味で、私たちは明らか

ですし、また、量の上でも、中国人は 8億人います

から、量の上でもアウトウェイ…上回っていると

思います。

次に、二点目として、北朝鮮問題です。このデメ

リットの重要性…北朝鮮問題は、つい最近ミサイ

ルを発射したりして、危険な状態になっています。

ですから、この関係は極めて重要です。

読売新聞 2002年より引用します。

「北朝鮮の行動の狙いについてはいろいろな見方

がある。はっきりしているのは北朝鮮はこれまで

も国際社会のルールを逸脱した行動を繰り返して

おり、今回もそれを改めて見せつけたことだ。こう

した相手に対応する上でも、日韓の緊密な協調が

欠かせない。朝鮮半島情勢は、北東アジアのみなら

ず、日本の平和と安全にも直結する問題だ。日本は

米韓両国と役割分担しながら関与していくべきで

ある。」引用終わり。

で、比較したいのですが、肯定側は、今、何がある

か分からないような問題であります。しかも、しか

しながら、私たちのデメリットは、今最も危なく、

差し迫った問題でありますので、私たちの方が重

要であると考えられます。

では、彼らの論点に移動してください。

彼らの論点で一番重要なのは、政府がコントロー

ルしていると言っていますが、何が起こっている

か、全く分かりません。現在私たちは全然コントロ

ールされていませんし、何も問題も起こっていま

せん。

2点目として、もちろん戦争賛美についても、私
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の隣の…私のサークルの隣のサークルでも、今日

イラク問題でデモするらしいんで、そういうこと

は全く今でも現在でも起こっていませんので、重

要性は、彼らのメリットについては、ありません。

次に、表現の自由について反駁します。

表現の自由ですが、彼らは、検閲が今行われてい

ると言っていますが、実質的な検閲に当たる、とか

その…著者が思っているだけで、実際に起こって

いるとは言っていません。

2点目として、もちろん、間違った情報をチェッ

クしてはいけない、ということは変だと思われま

す。例えば、表現の自由では…自由は制限される場

合もあります。ポルノなどについては、制限ありま

すよね。ですから、有害なものが出る場合は、制限

されます。

ですので…4点目として、特に、敗戦国の日本の

場合は、それが重要です。

名古屋大学教授、近藤孝弘氏が、こう述べていま

す。

引用「さらに考えをすすめるとき、たとえば教科

書検定が行われているドイツやオーストリアの教

科書が、そのような制度のない諸国の教科書と比

べて遜色がないどころか、むしろ自己批判的な歴

史記述を展開している点にも注目する必要があり

ます。戦争責任を担う敗戦国として厳しい視線を

向けられる両国は、歴史認識において他国よりも

一層の厳格さを要求されるのであって、その意味

で教科書検定の維持には合理性があると考えられ

ます。仮に、ドイツの一部で自由の名のもとに『ナ

チスの業績』を教えるような歴史教科書が作成・

使用され、［時間切れ］政府がそれを放置・容認

するようなことがあれば、［ブラントやヴァイツ

ゼッカーの］行為も無に帰してしまうでしょう。」

引用終わり。

肯定側質疑（瀬能→赤津）

瀬能：じゃあ、表現の自由のところから行きます

が、検閲の定義、否定側はいかがでしょう。

私たちは定義で、出版される前にチェック

したら、検閲したという風に…立場にたっ

ているわけですけれども、それはよろしい

ですか。

赤津：まあ、そう…

瀬能：他の検閲の定義があるんですか。

赤津：その…よく分からなかったんですけど、と

りあえず、次の証拠資料を見たときに、実質

的検閲だったんですが、実質的検閲と、検閲

と、やって…してはいけない検閲がよくわ

からなかったので…

瀬能：はい、じゃあ、検閲に対しては、あんまり立

場は…

赤津：そうですね、特別示していないです。

瀬能：否定側はね。はい、分かりました。デメリッ

トなんですけども…えーと、どうしようか

な…これ、インパクトは 2つあったんです

かね、デメリットの日本たたき。

赤津：最初の、第一立論であるような、反感が生ま

れる、っていう話と、あと北朝鮮の問題にな

ります。

瀬能：はい。北朝鮮が、何をしてくる、ということ

を想定しているんですか。

赤津：場合によっては不法侵入してきたり、で、ま

た、拉致を繰り返したり、また、テポドンを

撃ったり…

瀬能：それが、日韓協調で止められる…

赤津：私が前に…例えば、不法侵入であれば…韓

国…

瀬能：止められる、という証明してました？

赤津：少なくとも、その証拠資料によれば、それが

極めて重要な…要件を持つ…
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瀬能：止められるとか…その前に読んだ資料は、

北朝鮮はこれまでも国際社会のルールを逸

脱した行動を繰り返したと書いてあります

よね。そういう国なんですよね。それが、日

韓がスポーツ交流を行うと…スポーツ交流

とか、そういう関係が崩れないと、抑えられ

る…軍事的に抑えられる…

赤津：いや、現在は、ある程度のチェックを、日韓

…

瀬能：どういうチェックしてます？日本と韓国が。

赤津：例えば、領海とか、協力してチェックしてい

るのではないかと、私は考えています。

瀬能：考えるだけですよね。具体的に、例えば、こ

ういうようなシステムを日韓が持っている

から、チェック…

赤津：そういうのは、実際には立論の中では示し

ていません。

瀬能：ないですよね。そういうのが大切だよ、とい

うわけですよね。はい。あとはですね…、あ

そうそう、認識を、今のままだったらね、問

題がない…歴史教科書に関して、日韓が共

通の話し合いを行っているから…歴史問題

に関して、共通な…

赤津：そうですね、研究会を…やっています。

瀬能：この研究会が、共通の歴史認識に至る、とい

う証明は、まずしていませんよね。

赤津：だって

瀬能：してませんよね。

赤津：何年後かに結論を出す、ということで、その

ときに…

瀬能：至る、というのはまずまだ証明してません

よね。

赤津：まだです。とりあえずまだです。

瀬能：で、そういう風に努める、っていう話で終わ

ってますよね。

赤津：現在、そういうことをしている、っていう…

瀬能：そこで…これで、共通認識ができて、今いろ

いろな問題が起こっているけれども、教科

書検定が…何だ？…日韓関係が良くなる、

っていうのは、ここで、何か合意に至って、

それを、教科書に反映させることができな

いとだめだから、そこは否定側が証明しな

ければならないところですよね。

赤津：いや、現在もう、やっているわけですから…

瀬能：努力している…

赤津：これが…

瀬能：努力している、ということですよね。

赤津：今、努力しています。

瀬能：それだけですよね［時間切れ］

赤津：はい。

瀬能：了解。

否定側第一反駁：土田逸朗　AK2brains

では、デメリット 1、論点 1、2を用意してくださ

い。では、スピーチを始めたいと思います。

まず、デメリットについてですが、学力が低下し

ていない、ということでしたので、では…学力が低

下している、ということでしたので、では、学力が

低下していない、という証拠資料を提出したいと

思います。

国語専門塾の代表である中井浩一氏は、2001年

に次のように書いています。

「前二回の IEA学力調査と同様、日本の子どもた

ちの数学・理科の得点平均は世界でもトップクラ

スにあるという結果が出ている。」引用終わり。

で、ここで問題なのは、否定側が…肯定側が言う、

メリットというのは、表現の自由ですね。で、ちょ

っとここで考えてみたいんですけど、はたしてこ

の場合の表現の自由、この自由が良いことなのか、
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ということについて、少し話したいと思います。

例えばなんですけれども、何も知らない赤ん坊を、

自由がいい、自由がいい、って言って、その辺にポ

ーンと放り出します。これってはたして本当にい

いことでしょうか。車にはねられて死んじゃうと

か、そういうことって、起こり得ると…得るんでは

ないでしょうか。自由の質が、少し問題になってき

て、この…今の子どもたちというのは、教科書をも

とにして勉強する、と。で、その子どもたちが勉強

する教科書の…に対する自由というのは…この場

合、表現の自由が大事だと言うけど、はたしてそれ

が本当に大事なのか…なんでしょうか、というこ

とが、まず一点目の疑問です。それで、学力の質の

低下が、全く問題ない、ということでしたが、学力

の質の低下というのは…が、その訳のわからない

自由と比べて、はたして本当に重要でないのか。ど

ちらが子どもたちにとって良いか、ということを

考えなければならないと思います。プラン後、子ど

もたちにとって悪いことが起きる、というのが、僕

達のスタンスです。

では、デメリットのシナリオを説明していきます。

まず、プラン後、教科書会社の意識が変わります。

今は、検定にさえ合格すれば、自然と採択されるの

で、教科書会社は、検定に合格することを目指しま

す。検定は、一応生徒のことを考えていますが、プ

ラン後の教科書会社は、採択されることが目的に

なります。企業の目的は、利潤追求です。生徒のこ

とではありません。従って、プラン後、いかに採択

されるかを追及していきます。その結果、証拠…論

点 2の証拠資料が示すように、先生が好む図や表

をたくさん入れるようになり、内容量が膨大にな

る、ということです。確かに、自由性はあるかも知

れませんが、正確性が欠ける、という意味で、教科

書の質が低下していきます。もちろん、その量が膨

大な量になるため、チェックができません。

では、間違いだらけの自由な教科書と、地味だけ

ど正確な教科書の、どちらが生徒にとって良いで

しょうか。もちろん後者です。間違いを分かりやす

く教える、とか、間違いを自由に教えても、意味が

ありません。実際にアメリカでは、正確性の欠ける

教科書のため、生徒に悪影響を及ぼした、という事

実があります。このような事態は避けるべきであ

ると思います。訳のわからない表現の自由より、実

際に起きている、アメリカの、その…弊害、それを

避けるのが、よろしいのではないでしょうか。

さらに、自由という点では、規制はどんどん今、

緩和されつつある方向にあります。未来では、分か

りやすくて、自由な教科書が出来ます。どんどんど

んどんと、財政界の圧力、あるいは、政治関係者の

圧力で、どんどんどんどん緩和されていって、どん

どんどんどん自由が広がっていく、その中で、間違

いが無くて、さらに自由な教科書が出てくれば、問

題はないと思われます。

以上より、現状を維持すべきであると、結論しま

す。

では、補足で、教師の話をしたいと思います。今、

教師というのは、いろいろな問題で手一杯な状態、

さらに、プラン後は、教科書も選ばなければならな

い、それによって、忙しさは、もっともっと増えて

くる、はたしてそれは本当に子どもたちにとって

良いことなのでしょうか。教師たちが、子どもたち

にいい環境を作［時間切れ］るというのが重要だ

と思います。

肯定側第一反駁：田畑法子　マーチ 1号

まずデメリットの方を見てください。デメリット

の 1の、誤字脱字に関して。

まず一点目、小さな間違いであれば、それは問題
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ではありません。もしそれがとても大きな問題で

あれば、それは教科書会社でチェックできるもの

であります。そして、エビデンスで示された、アメ

リカの例ですけれども、アメリカは、それで学力が

落ちているとは言っておりません。よって、このデ

メリットは、とても小さなものです。

次に、デメリット 1で、共同の教科書のことを言

っておりましたが、それに対して…デメリットの 2

で言っておりましたが、それについて話したいと

思います。

まず一点目。共同の教科書認識が…共同の認識の

教科書ができる、ということの証明がありません。

二点目、教科書にそれが反映されて…エビデンス

では、その教科書に反映されると言っていません。

努める、と言っているだけです。よって、この…こ

れも小さいです。

次に、デメリットの 2の、北朝鮮のことについて、

反駁していきたいと思います。

まず一点目、教科書問題は、とても小さな問題で

す。たとえ、強硬姿勢を取っていても、より重要な

事態が起きれば、問題としては曖昧になってしま

うほどのものなのです。

日本の戦争責任資料センター事務局長、上杉、引

用します。

「当初、韓国と中国は、教科書問題で修正要求が

入れられないかぎり小泉首相との会談などを拒否

する姿勢だったが、同時多発テロの発生にともな

って関係改善するようアメリカから要請を受け、

両国は 10月になって相次いで会談を受け入れ、こ

の点をあいまいにしたままである。」引用終わり。

このような、何か他の事態が起きれば、なくなっ

てしまうような問題ということです。

そして、教科書問題は、日中・日韓関係に打撃を

与えません。

朝日新聞社、2001年 4月 5日、引用します。

「歴史教科書の検定を機に、日本の歴史認識が再

び近隣諸国から批判されている。しかし、日中、日

韓関係に致命的な打撃を与える気配は今のところ

ない。日本との二国間関係の深化や東アジア情勢

の変化で、『歴史』カードが切りにくくなった。今回

わかった中韓首脳のやりとりは、両国のそんな実

情を映し出している。」ということです。

で、北朝鮮が、そんなに危ないのであれば、逆に、

教科書問題などで、外交が悪化するはずがありま

せん。なぜなら、韓国が攻められるからです。

次に、メリットの方に移ります。

まず、検閲のことに対して…表現の自由について

反駁したいと思います。

表現の自由は、肯定側第一立論で、他の権利より

も勝る権利だと証明しました。そして、ポルノなど

は、教師が十分に教育的配慮をいたします。

また、検閲について、あれを書きなさい、これを

書きなさい、という実態が、検閲に当たると証明し

ました。第一立論の堀尾のカードを確認してくだ

さい。

よって、教科書が、表現の自由に…教科書におい

ても、表現の自由は、大切なんだということです。

で、また、今コントロールされていないのではな

いか…権力による思想コントロール、論点 2の方

に移ります。今は、コントロールされていない、重

要性は無いのではないか、という風に述べられま

したが、これはですね、立論のエビデンスを思い出

してください。Cの和仁廉夫のエビデンスです。こ

こで言っているのですがね…私たちが言っている

のは、教科書の…［時間切れ］

否定側第二反駁：赤津義信　AK2brains

では始めます。
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まずデメリット 2について行きます。

まず、デメリット 2について、少なくとも、現在の

教科書がチェックを受けている、ということは認

められました。この点について彼らは、歴史の共通

認識について、証明が必要だ…合意に対する証明

が無い、という話がありましたが、少なくとも…私

たちが言いたいのは、少なくとも、チェックで、歴

史の共通認識に関する問題ぐらいしか残っていな

い、ということが重要です。で、しかしながら、この

政策を採択すると、全くノーチェックになります。

つまり、歴史認識の違いだけでなくて、戦争賛美と

いうような、現在明らかにカットされている、超右

翼的な内容まで載せられてしまうのです。実際そ

ういう教科書が作られるか、というと、作る会の教

科書のエビデンスを見てください。実際に、作る会

の教科書の場合は、朝鮮併合を、明らかに正しかっ

たことだ、と言っています。ですから、明らかに…

例えば、韓国の人は、その朝鮮併合の話を聞いて、

怒るはずです。この点について彼らは…歴史認識

について…韓国や中国は歴史問題をやめた、みた

いな話をしていますが、わかりました、北朝鮮問題

については、私たちは考えません。しかしながら、

デメリット 2の二つ目の証拠資料の方をもう一度

見てください。少なくとも、現在の歴史認識の違い

だけによっても、これだけの多くの人が、今現在不

快感を持っています。しかし、政策採択後は、さら

に、超右翼的な教科書が出ることによって、さらに

多くの人が傷つきます。もちろん、実際に侵略され

た国の、中国や韓国や、いろいろな国の人たちが、

そのような教科書を見て、不快感、例えば、恐怖を

抱いたり、怒りを抱くと思います。ですので、その

ような不快感が、確実に発生します。

もちろん、この点について…まず、比較したいの

ですが、まず、現在、彼らの言っているメリットは

発生していません。私たちはもちろん権力のコン

トロールなんて受けていませんし、表現の自由な

んか…自由…まあ、ある程度達成されていると思

います。しかしながら、韓国の人々や、朝鮮の人々

は明らかに、怒りや恐怖が発生しますので、その…

確実性で、私たちの議論の方が上だと思います。し

かし…しかも、二点目として、量の比較をしたいと

思います。もちろん、日本人の何人かはコントロー

ルされているかも知れませんが、少なくとも、私た

ちのデメリットによって、中国の何千、何億人とい

う人、韓国の何万、何千万人、という人が影響を受

けます。ですので、量の上でも、私たちのデメリッ

トの方が上回っていると思われます。

次に、表現の自由についてです。

表現についてですが、分かりました、私たちは、

歴史教科書について、表現の自由が多少制限され

ていることは認めます。しかしながらそれは、デメ

リット 2よりも小さいです。それは、ドイツの例で

証明されています。私たちのドイツの証拠資料を

引用してください。ドイツでは…ドイツも日本も、

第二次世界大戦では侵略国でした。ですから、侵略

国は、侵略した国に対して、その国民を気遣う責任

があります。ですから、ドイツは実際に、検定をす

ごい気遣ってやっています。ですから、日本も同様

に、侵略国であったから、その責任をとって、外国

の人に気を使って…気を使うべきで、表現の自由

は制限されても構わないと考えます。

彼らのメリットのコントロールなどですが、実際

私たちはコントロールされていないので、メリッ

トはありません。

デメリット 1に行ってください。

デメリット 1ですが、彼らは…実際に…彼らは…

誤った間違いはチェックできると言っていますが、

チェックできないような内容もあります。例えば、

恐竜がどうやって滅びたか、のような、専門家でな
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いと分からないような内容については、専門家の

チェックが必要です。で、現時点ではそういうのも

ちゃんとチェックしているのですが、プラン採択

後は、多くの会社が、一番面白い内容…例えば、恐

竜は…なんだろう…火山の爆発で死んだ、とか、い

ろんな勝手なことを言い出すので、そういうこと

については、誤った知識を得てしまって、支離滅裂

な学説などを信じてしまう、というのが、私たちの

話です。

で、このことについては、第一立論で述べた、サ

イエンスの証拠資料を見てください。実際に、サイ

エンスでは、アメリカで実際に、学力が低下してい

ます。それは、支離滅裂な学説などを信じてしまっ

たためです。

で…また…比較したいと思うのですが、学力…も

ちろん、子どもたちには将来があって、この、学力

というのが一番大事です。しかしながら、表現の自

由というのは、実際にそれが達成されたことで、何

が得られるのか分かりません。［時間切れ］です

ので、明確性で、デメリット 1の方が大きいです。

肯定側第二反駁：桂見惟子　マーチ 1号

それでは、肯定側の第二反駁を始めます。

まず、表現の自由から行きます。

今現状言っているのは、表現の自由というのは阻

害されている、それは、全部ではなくても、教科書

に関しては、必ず阻害されている、これは、彼らの

方も認めています。で、私たちが第一立論の方で使

った資料の方をもう一回見ていただきたいんです

けれども、自由国民社の法律用語辞典の方で、言論

統制の手段、ということで…ごめんなさい…表現

の自由というのは…結局、アメリカだとか、イギリ

スだとか、発達した国ですらも…国でも、重要だと

認められていて、日本の憲法では、それよりもっと

もっとこれより重要な権利が与えられているとい

うことを言っているんですね。ここを伸ばしてい

ただきたいと思います。

で、次に、なぜ表現の自由が重要なのか…間違っ

たことが起こった時に、それは違うんじゃないか、

という風に、言えることが重要なんですね。だから

それを無くなる…それを阻害している、というこ

とは、間違ったことをそのままにしてしまうとい

うことと同じなんです。だからこれ、表現の自由と

いうのは何で大切なのかというと、こういうこと

になります。

で、次に、権利の…ごめんなさい…思想コントロ

ールの話なんですけれども、まず、思想コントロー

ルの起こるシステムのことをちょっと説明したい

んですけれども、まず、厳しいチェックが行われて

いて、で、国の方がどんどんどんどん軍事国家にす

るための準備を、今している、ということなんです

ね。で、Cの…論点 2の Cの方で引用しました、和

仁さんのカードをもう一回良く見ていただきたい

んですけれども、これ、結局思想コントロールをす

るのに、教科書が非常に有効な手段だ、ということ

なんですよ。だから、教科書でやってしまえば、全

て思想コントロールができる、ということなんで

すね。だから、システムとして、すごい、今の状態と

いうのは全然このままで…だれもがみんな…結局、

思想コントロールされている…って、今思ってい

ないかもしれないけれども、思ってないんじゃな

いか、って思うことも判断できないぐらい、思想コ

ントロールされている状態なんですね。これが非

常に危険だということです。

で、次にデメリットの方に戻りたいと思います。

で、学力低下するのかしないのか、ということな

んですけれども、例えば 1950年が 1905年になって

いました、っていうような、ささいなチェック、と

いうのは先生ができますよね。で、例えば、1+1=10
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みたいなのは、教科書会社でもできますよね。なの

で…で、書く人もできるわけじゃないですか。私た

ちのカードの方では、最近先生が…正しい本を選

ぶことができる、という風に言っているので、全く

問…学力が低下する、という問題は起こらないで

す。

で…あとですね、デメリットの 2番目の方なんで

すけれども、右よりの教科書が出るか出ないか、と

いうことで、結局、私たちが言いたかったのは、教

科書問題というのは、グローバルに考えると、非常

に小さな問題…だから、例えば他にもっと大きな

問題があってしまえば…第一反駁…肯定側の第一

反駁で使った、テロの…で、曖昧になったままにな

る、というカードの方を参照してもらいたいんで

すけれども、結局、どんなに彼らが大きな問題だ、

大きな問題だ、という風に言ったとしても、実際問

題は、他の問題があれば、その…会談をやめてしま

うぐらい…この、教科書問題なんかは、うやむやに

してしまうくらい小さな問題だ、ということなん

ですね。ですから、外交［時間切れ］問題上そんな

に大きい問題じゃないんです。

［拍手］

予選結果

予選結果は以下の通り。3勝した 4チームの中から、得点の最も高い 2チームが決勝戦に進出した。実際に

は 20チームが参加したが、2勝以上のチームのみ記す。

順位 勝数 得点   チーム名

 1    3    258   AK2brains（東北大学 ESS）

 2    3    228   マーチ 1号（JBDF／緑ヶ丘ディベートクラブ）

 3    3    221   オッス！オラ杉田！（KDS）

 4    3    210   WSDI (Waseda Strategic Debate Institute)

 5    2    216   創価雄弁会

 6    2    211   創価大学ディベートネットワークA

 7    2    210   創価大学ディベートネットワーク B

 8    2    207   あややたん（;´Д｀）ハァハァ（KDS）

 9    2    202   創価大学ディベートネットワークD

10    2    181   α（千葉ディベートサークル Ea.）

11    2    178   β（千葉ディベートサークル Ea.）
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