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統一タイトル 

 

 
“What policy should the Japanese 

Government adopt concerning 

criminal issues?” 
 

 

 

「刑事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？」 
 

 



 

 

タイトル背景 

 刑事問題とは、一見普段の生活の中で関係の無いことであると考えていることはないであろう

か。しかし、事件は我々と遠く離れた所で起こっていることではない。我々の身近な所で起こ

っているのである。そして、常に我々が加害者や被害者になるという可能性が存在しているの

である。その上で、我々は現在の刑事制度に関してディスカッションを通し深く考えていくべ

きである。 

 また、刑事問題についてディスカッションをする際、日々様々な報道をされているため、ほ

とんどのトピックにおいて、現状の問題点、その原因や生じる害等が把握しやすいため、ASQ

での現状分析は容易であろう。よって APAにおいて深く議論をしていくが可能になる。さらに

Comparisonにおいて、人の命や権利等様々なことを考えることができ、お互いの価値観をぶつ

け合っていくような熱い議論が展開されていくことが予想される。 

 

 

選定したトピック 

死刑、裁判員制度、実名報道、少年犯罪、精神鑑定(刑法 39 条)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性犯罪や自白強要なども挙げられる。 

 

 

 

死刑 Death Penalty 

（例） 

＜ASQ＞ 

Cause：The Japanese Government admits the death penalty. 

Problem：The death penalty is carried out to condemned criminal. 

Harm：Condemned criminals die by the death penalty. 

 

＜APA＞ 

Direction： The Japanese Government should not carry out the death penalty. 

Mandate：The Japanese Government makes a new law. 

Advantage：Condemned criminals will not die by the death penalty. 

 



トピックについて 

長年議論され続けている死刑問題であるが、まだ死刑問題についての議論は様々な余地があ

りその議論に終止符が打たれることはない。世界的には死刑廃止の流れを見せているが、日本

など死刑在置の国もまだ存在する。「死」に対する価値観の違いから、死刑廃止または死刑在置

と意見が二極化し議論が白熱することが予想されるトピックである。エビデンスが豊富であり、

ASQの構造がシンプルであるため APAに時間を割きやすい。これらのことから現在のディス界

で問題視されているコンパリソンおよびアーギュメント力を養えると考える。コンパリソンで

は「罪人の命」か「遺族の思い」のどちらを重視するのか等が議論のポイントとなってくるだ

ろう。また、本当に死刑は犯罪抑止力になりえるのか？という議論も欠かせない。実際に、2008

年の茨城県土浦市の通り魔事件など抑止力を疑う事件も発生している。死刑と終身刑でどちら

が犯罪抑止力に繋がるのかという議論もなされるだろう。 

 

 

 

裁判員制度 Citizen Judge System 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese Government permits the citizen judge system. 

Problem: Citizen Judgments must appear in court. 

Harm: Citizen Judgments suffer mentally. 

 

<APA> 

Direction: The Japanese Government should not permit the citizen judge system. 

Mandate; The Japanese Government makes a new law. 

Advantage: Citizen Judgments will not suffer mentally. 

 

トピックについて 

 日本で裁判員制度の実施が始まったのは平成 21年 5 月 21 日のことである。日本政府がこの

制度を導入した目的は、国民の視点から刑事裁判の判決を考えることで、裁判という専門的で

理解しがたい印象のあるものをより身近なものに感じてもらいたい、そして司法に対する国民

の信頼を得たいという願いのもとにある。平成 22年度には 1年間で 1,506の裁判員裁判が実施

され、全国で 8,673 人の男女が裁判員として選任された。裁判員の候補者はあくまでランダム

に選出されるため、わたしたちも将来、裁判員として法廷の場に立つ可能性があるということ



になる。しかし、裁判員に選出された国民にとっては、裁判に携わり、慎重に議論を行わなけ

ればならないという重大な責任が発生する。一度裁判員に選出されると、簡単に辞退を行うこ

とはできない上に、時には人の命を扱った問題、それに対する適切な刑罰を考えることになる

からである。 

 ディスカッションにおいては、一般人が司法の場に直接携わるということがどういう影響を

もたらすのかを考えることが必要になってくるだろう。例えば、司法に関する知識の浅い裁判

員が果たして適切な判決を下せるのか、裁判員への拘束力や負担が大きいのではないか、など

という論点から、国民が裁判に参加することの本当のメリットとは何かを考えていってもらい

たい。また、裁判員制度の性質上、自分がもし裁判員に選ばれたらどうなるであろう、という

観点からターゲットの状況を想像しやすいトピックなのではないかと考える。 

 

 

 

実名報道 Real Name Report 

（例） 

<ASQ>  

Cause: The Japanese Government permits the right that mass media report real names.  

Problem: Mass media report real names.  

Harm: People suffer mentally.  

 

<APA>  

Direction: The Japanese Government should help people.  

Mandate: The Japanese Government should make a new law.  

Advantage: People will not suffer mentally.  

 

トピックについて 

メディアによる実名報道は数多くなされており、日常生活で目にする機会は数多い。報道を

知りたいと思っている人々が存在する一方で、その報道の対象者となった人物がプライバシー

保護を叫び訴訟に発展するケースが後を絶たない。また、実名報道によって更生の機会を失い

再犯を招いたという深刻な事態が発生しており、実名報道について考え直さなければならない

余地も生まれている。加害者または被害者といった視点が明確に分かれるためアーギュメント

が生まれやすい。そのため、Comparisonが活発に行われることが予想される。 

 



 

 

少年犯罪 Juvenile Delinquency 

（例） 

<ASQ> 

Cause: The Japanese Government permits the juvenile law. 

Problem: Juvenile criminals are not treated as adult criminal. 

Harm: Victim’s families suffer mentally. 

<APA> 

Direction: The Japanese Government should help Victim’s families. 

Mandate: The Japanese Government makes new laws. 

Advantage: Victim’s families will not suffer mentally. 

 

トピックについて 

 未成年の男女が罪を犯した場合、少年法に基づいて成人とは異なる対処がなされる。これは

未成年という期間はまだ人間としての成長過程にあるため、たとえ犯罪を行ったとしても、自

分の行いを省みて更生させ、よりよい大人へと成長した彼らを社会の一員として迎え入れる余

地があるという政府の捉え方によるものである。しかし、近年の少年犯罪の低年齢化は深刻化

しており、また犯罪そのものの凶暴性は悪化しているのではないかという分析も行われている。

そのため 2007年には少年法が改訂され、より厳しい罰が未成年の犯罪に対して与えられるよう

になった。 

 こういった厳罰化の傾向にあるとはいえ、未成年の犯罪の責任は成人が犯したものよりも対

処としては軽いものであるということと、たとえ未成年が犯した犯罪であっても被害者家族の

心理状況が辛いものであるということは変わらない。そのため、ディスカッションでは未成年

への処罰として成人よりも軽いものを与えることが正しいのかどうかということが論点になる

と思われる。 

 また、少年犯罪の場合は報道規制などもなされるため、未成年の犯罪者を保護しようとする

風潮が存在していることになる。こういった観点から、例えば Comparison において「被害者

家族」というターゲットと「犯罪者であり未成年である」という複雑なターゲットの比較が、

議論に深さをもたらすことが考えられる。また、少年犯罪の傾向をつかんでディスカッション

に落とし込むために、リサーチ力が必要とされるだろう。 

 

 



 

精神鑑定(刑法 39条) Psychiatric Examination 

（例） 

<ASQ>  

Cause: There is the 39th article of criminal law.  

Problem: Mentally ill people don’t get punishment.  

Harm: Victim’s families suffer mentally.  

 

<APA>  

Direction: The Japanese Government should help victim’s families. 

Mandate: The Japanese Government should abolish the 39th article of criminal law.  

Advantage: Victim’s families will not suffer mentally.  

 

トピックについて 

現在の日本の刑法は刑法第３９条「心神喪失者の行為は罰しない、心神衰弱者の行為はその

刑を減刑する」により精神障害者の犯罪を減刑もしくは無罪にするとしている。そしてこれは

精神鑑定により判断される。しかしながらこの規定には問題も多い。 

まず、被害者側の怒りのやり場が無くなるという事である。被害者側が犯人に刑を受けてほし

いと望むのは自然な感情であり、それが規定によって叶わないのは到底納得できないものであ

ろう。さらにはこの規定が重大犯罪を犯した凶悪犯を擁護する弁護側の逃げ道になっていると

いうのである。つまり精神障害を偽らせて凶悪犯の刑の減刑を図るのである。さらには現在の

精神鑑定は正確性を欠くという批判もある。  

いずれにせよ議論は善悪の区別が出来ない精神障害者の人権を保護するのか、被害者側の救済

を優先するのかで価値観は大きく分かれる。そのためＡＤ側かＤＡ側かのスタンスが極めて明

確になり易く意見を交換し易い。また Cause の確認が容易で AD の確認も容易であるため、

Comparisonへの素早い到達が期待できる。 

 

 

 

Regulation 

１、刑事司法制度（犯罪に対する国家の体制、例、刑法など）に関わっていること。 

２、日本政府の政策範疇内であること。 

３、他のタイトル（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。 

４、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。 

５、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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