
 

2012 年度後期全国

統一タイトル 

 

 
“What policy should the Japanese 

Government adopt concerning 

environmental issues?” 
 

 

 

「環境問題に関して日本政府はどのよ

うな政策を採択すべきか？」 
 

 



選定したトピック 

原発、ダム、動物実験、ペット、ゴミの５つをメイントピックに選定した。また、他のトピッ

クとして計画停電や温暖化問題なども挙げられる。 

 

※環境問題とは…ここでは、人間もしくは動物の生態系に関わる問題のことを指す。 

 

 

タイトル背景 

＜タイトル選定の理由＞ 

２０１２年度後期タイトルは環境問題(Environmental issue)に決定した。以下、タイトル選定

の理由について述べる。近年、IPCC による京都議定書採択などをきっかけとして、市民レベル

でも環境問題に関心が集まっている。また、昨年の東日本大震災以来、原子力発電にまつわる問

題から電力供給、人体や生態系への影響など原子力の是非が声高に議論されている。このような

世論を受け、ディスカッション界においても環境問題を新タイトルとすることで、興味を持って

活発なディスカッションを行って欲しい。また、その性質上、状況や日々刻々と変化するタイト

ルであるため、十分なリサーチをした上で議論に望む必要がある。これによって関東・関西でと

もに懸念されているリサーチ力の向上にも貢献できると考えた。なお、以下にオピニオンシート

案を掲載するが、これらのメイントピックには多様なバリエーションが考えられる。一つの ASQ

や AD にとらわれず、多様な議論が生まれることを期待している。 

 

 

 

原子力発電(Nuclear Power Plant) 

2011 年度の東日本大震災の影響を受けて、原発の廃止をめぐる議論は活発化しており、原発

廃止を求めるデモや署名活動も多く行われている。近年国民が最も関心を寄せている話題といっ

ていいだろう。ディスカッションを通じてタイムリーな問題に関する知識を深めてほしいという

願いを込め、メイントピックに選定した。AD や DA が多様に存在するため、議論の多様化が予

想される。例えば AD の TG としては、日本からの原発の全撤廃を望む人、一部地域の原発の再

稼働を望まない人、放射性廃棄物の再処理場の近隣住民などが挙げられる。また DA の種類とし

ては、国民全体が被りうる DA もあれば、原発が置かれた地域の自治体に起こりうるものもある。

原発の代替案としては火力発電の導入などが考えられる。 

特に原発の再稼働をめぐる問題に関しては日々情勢が変化するため、意識して情報を追うこと

が必要になるだろう。そのため後期の間に継続してリサーチを行ってもらうことを望む。 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese government permits to set up nuclear power plants. 



Problem: Nuclear power plants are existed in Japan. 

Harm: J/N suffer mentally. 

(Example：People who oppose existing nuclear power stations.) 

<APA> 

Direction: The Japanese government should not permit to set up nuclear power plants. 

Mandate: The Japanese government should abolish nuclear power plants. 

Advantage: J/N don’t suffer mentally. 

 

 

ダム(Dam) 

 2015 年度に完成予定の八ッ場ダムの建設問題をめぐり、地元住民のデモが行われている。ダ

ムを建設する目的としては洪水の防止や水利用の安定化などが挙げられるが、それにより土地を

追われる人や自然体系の変化などが発生する。国へのメリットを優先するか、地域住民の声を優

先するかは、土地開発における論点である。その対立軸が見えやすいトピックとして今回ダムを

選んだ。AD の TG は近隣住民の立場を考えると理解しやすいと思うが、DA に関しては上記を

参考にして考えてもらいたい。 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese government permits to set up Yanba dam. 

Problem: Yanba dam is under construction. 

Harm: J/N suffer mentally. 

<APA> 

Direction: The Japanese government should not permit to set up Yanba dam. 

Mandate: Stop constructing Yanba dam. 

Advantage: J/N don’t suffer mentally. 

 

 

動物実験(experiments on animals) 

企業による医薬品や化粧品、食品などの商品開発の過程では、人体への安全を守るために動物

実験が行われている。その倫理性が疑問視され、EU 圏内では廃止運動が進んでいるが、日本で

は未だに年間 1000 万匹以上の動物が犠牲になっていると言われる。AD の TG には動物実験に

反対する人々を置いた。動物の Quality Of Life と、企業の利益や人間の利便性の追求を比較す

る議論になるかと思われる。 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese government permits experiments on animals. 



Problem: Animals are used for experiments. 

Harm: J/N suffer mentally. 

<APA> 

Direction: The Japanese government should not permit experiments on animals. 

Mandate: The Japanese government abolishes experiments on animals. 

Advantage: J/N don’t suffer mentally. 

 

 

ペット(Pet) 

 日本では、ペットショップや百貨店などで手軽に動物を購入することができるが、そのため衝

動買いをしてすぐに飽きて棄てる飼い主もおり、野生化した動物が地域住民を困らせるという問

題につながっている。また、日本のペットの販売形態が利益を生みやすいものであるため、子犬

などを無理に繁殖させて利益を生む悪質なブリーダー（パピーミル）も存在する。 

こうした問題に対処するために、イギリスでは犬や猫をショーケースに入れての販売は禁止さ

れており、ペットを飼うには厳重な手続きが必要だ。日本でも同様の仕組みを取り入れてみては

どうか、というプランである。上記の動物実験と同じく、動物の生命を守ることと人々の利益や

利便性、どちらを重視すべきかというコンパリになるだろう。 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese government permits pet shops. 

Problem: People buy animals on impulse at pet shops.  

(Step sentence: People abandon animals.) 

Harm: J/N suffer mentally. 

(Example: People suffer abandoned pets.) 

 

<APA> 

Direction: The Japanese government should not permit pet shops. 

Mandate: The Japanese government ban pet shops. 

Advantage: J/N don’t suffer mentally. 

 

 

ゴミ(garbage)  

現在日本でゴミに関してポイ捨てや不法投棄等様々な問題が起こっている。これらの問題は環

境問題の中でも比較的身近で考えやすい物事であろう。ゴミというトピックから様々なオピニオ

ンを作ってくれることを期待している。我々は、オピニオン例としてポイ捨て(litter)のオピニ

オンを紹介したい。そして厳罰化という plan を取るという例を出しているので、ポイ捨てをし



ている人が厳罰化によってポイ捨てをやめるかどうかいう議論の際に前期の刑事問題であまり

使われなかった Mind comparison の技術も必要になってくるであろう。 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese government doesn’t set up enough law about litter. 

Problem: People litter in Japan. 

Harm: J/N suffer mentally. 

<APA> 

Direction: The Japanese government should set up enough law. 

Mandate: The Japanese government makes punishment stronger. 

Advantage: J/N don’t suffer mentally. 

 

 

Regulation 

１、日本政府の政策範疇内であること。 

２、他のタイトル（刑事問題、医療問題、労働問題、教育問題、薬物問題、軍事問題等）のメイ

ントピックと重複するトピックは禁止とする。 

３、日本政府が金を支出することのみで解決するマンデートは禁止とする。ただし、マンデート

を執行する際の経費に関しては例外である。 

４、Evidence のソースを明確にすること。 

  例）新聞名、URL、本の著名、著者、等々。 

 

＊ タイトル、トピックに関して何か不明な点がございましたら、連絡していただくようお願い

致します。 

 

＊Kansai Discussion League 連盟長 山本 広大 

kur10531@gmail.com 

 

＊Tokyo Discussion Federation 連盟長 金谷 真野 

  liddell.drinkmexxx@gmail.com 

 

＊Japan Intercollegiate Discussion Meeting 委員長 鈴木 貴大 

  ess.discussion@gmail.com 
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