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７．高等学校決勝戦の記録 

■先攻チーム マリスト学園高等学校（熊本）

■後攻チーム  慶進高等学校（山口） 

▲上田真梨子氏（審判員）の司会で試合開始。

【司会】先攻チームによる政策提案 5 分間です。では始めてください。 

（１） 先攻チームによる政策提案 ＜先攻：マリスト学園高校＞（５分間）

先攻チームとして、4 つの観点から政策について主張します。 

第1に、政策提案を必要とする社会的論争問題の解釈を述べます。現在、

地球温暖化が進んでいる一つの要因としてCO2の増加が挙げられます。

そのため、少しでも温暖化を抑制するために、CO2の排出に影響する「電

気の使用」を減らす必要があると考えます。第２に、政策提案をする際

に大切と捉えていること、基本的な立場について述べます。生活の質を

落とさず無駄を省くことを前提とし、個人が自ら進んで省エネについて

考え、実行することができること、また、幅広い世代が省エネをするこ

とに充実感やインセンティブをもち、省エネを身近に感じられることを大切とします。第 3 に、具体的な

政策を主張します。 

私たちは「電力可視化ここまでアプリ」という政策を提案します。 

政策 1 2025 年より、毎月の電力使用量に上限が設けられます。月ごとの上限は、各家庭においての過

去 5 年間の平均電力使用量になります。上限を超えた家庭は通常料金の 1.2 倍の電気料金を支払うことに

なります。上限を超えなかった人は、ポイントがもらえます。1 ポイントは１円の価値があります。この

ポイントは、公共交通機関の利用時や省エネ家電購入時に使用することができます。上限から 0.8％の削

減で 800ポイントもらうことが出来ます。つまり削減率１％の時は 1000ポイント、1.６％の時は 1600

ポイントというように、削減率とポイントが対応していきます。ただし、削減率 0.8％に満たない場合、

ポイントはもらえません。では、上限が 570kW の家庭を例にあげます。この家庭で 0.8％削減するには、

一か月でエアコンを 5 時間使わないようにする必要があります。 

政策２ 政策１を実行するために家庭の電気使用量を「見える化」します。みなさん、スマートメーター

をご存知ですか？スマートメーターとは電力使用量を計測する機械のことです。計測されたデータは 30

分ごとに電力会社に送られます。スマートメーターは2025年までに100％普及すると言われています。

そこでスマートメーターとスマートフォンのアプリを連動して電力使用量を見ることができるようにしま

す。また、政策 1 で述べたポイントはこのアプリ内にたまります。こちらの広用紙をご覧ください。 
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アプリをインストールするとスマートフォンのホーム画面で電力

使用量が確認できるようになります。このように電力使用量のグラ

フが表示され、スクロールで月ごと、週ごと、その日の電力使用量

を確認することができます。例えば、月の上限が 30kＷだとした

ら一か月は 30 日なので 1 日の使用量の目安は約１kW です。この

ラインが一日の使用量の目安です。このラインを超えていた場合、

そのまま電力を使っていると月の上限を超えてしまい、追加料金を

払わないといけなくなるので、節電を心掛けるようになります。逆

にこのラインを超えていなかった場合は、節電ができていることを確認できます。 

政策３ 政策 1，政策２はスマートメーターが 100％普及する 2025 年から開始しますが、普及段階で

ある 2020 年から 2025 年までの間、スマートメーターを設置した家庭では、アプリをインストールし

て「見える化」のみ開始することができます。アプリを使用した人の意見を踏まえて 2025 年までの間に

使いやすくより良いものにしていきます。以上です。ただし、この政策は家庭を対象とし、企業は含みせ

ん。 

第 4 に、政策による効果を述べます。 

①見える化の効果

電力使用量の見える化は省エネに大きく貢献します。見える化サービス「me-eco」により節電にチャレ

ンジした際には、多くの世帯で大幅な電力削減を実現しました。見える→意識する→行動するというサイ

クルが、家庭内での省エネの取り組みにつながります。見える化は節電を促すためには最適であり、同時

に省エネを習慣化します。 

②使用量上限の効果

使用量に上限を設けることで超えないようにしようという意識付けと電力の削減率が上がるほどポイント

を得ることができるというインセンティブから、アプリをよく確認するようになり、習慣化されます。ア

プリと共に充実感を持って省エネができます。 

③CO2削減

日本は、2050年までに電力使用量を 2016年より 20％削減を目指しています。この削減量は、総務省

と経済産業省のデータをもとに日本総研が打ち出しました。私たちの政策を導入することにより、各家庭

で毎月 0.8％以上の電力使用量削減が見込まれます。毎月 0.8％削減すると、日本が 2050年までに目指

す 20％削減という目標を達成することができます。それは、二酸化炭素 1280 万㎏の削減量に相当しま

す。よってこの政策は導入すべきです。この後、ご意見やご質問をいただきます。よろしくお願いします。 

＜タイマーの音＞ 

【司会】続いて、先攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換のステージです。 

それぞれのチームのスタンドマイクを持ってきて発言される方は前に出てください。 

準備はよろしいでしょうか。それでは始めてください。 

（２）先攻チーム（マリスト）の提案する政策についての質疑と意見交換 （５分間）

後攻「お願いします」 

先攻「お願いします」 

後攻「じゃあまず流れの方から確認していきます。まず今回制度は 

4 つに分かれていて、社会的問題として CO２の増加が挙げられると、

そのために電気の使用料を減らしていくと。で、二番目にその立場 

としてその質を下げずにそのインセンティブをもって、エコをしてい
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くと。まぁ具体的に言うとそのアプリによって可視化しつつ、電気の上限を超えたら電気料金が 1.2

倍になると。で、プラスアルファ、スマートメーターによって、もっと見える化してやってその効

果として 20％削減という目標に向けてやっていくんだ、という話でよかったですね？」 

先攻「はい。」 

後攻「じゃあまず具体的な話にも政策のとこについても聞いていくんですけど、電気の上限を超えたら 1.2

倍になるって話があったんですけど、それは各 5 年間のデータを集計して上限を定めるっていうこ

とでよかったですよね？」 

先攻「はい。上限は各 5 年間の、各家庭それぞれ電力使用量って違うじゃないですか、その各家庭の各５

年間の 1 か月の平均がまず上限となって、それを超えてしまったら、通常料金の 1.2 倍になる。」 

後攻「それは月ごとにやっぱり冬とか夏場は上限が上がるということですか？」 

先攻「例えば、12 月であったら、過去五年間の 12 月の使用量の平均が上限となります。」 

後攻「はい、じゃあこの政策が導入されて時間が経っていって、例えばそういうときって上限って変わっ

ていくんですかね？」 

先攻「変わっていきますね。」 

後攻「それは前年５年を毎年比べるということですか？」 

先攻「そうですね、前年５年を平均してやっていきます。」 

後攻「はい、わかりました。じゃあ時間が経つと凄く長期的な

視点になるんですけど、例えばエコしつくしていってど

んどんパーセンテージを絞るのが厳しくなっていった

りするかもしれないと思うんですけど、そこら辺はどう

ですか？」 

先攻「生活が苦しくなるほど省エネをして欲しいとかじゃなくて、今まで省エネを心がけていなかった人

が、これをしたら上限がありますからそれを超えたら 1.2倍払わなければいけない。もし 0.8％削減

したらポイントがもらえる。こういうインセンティブによって削減しようという意識が高まっていく。

それを今まで意識していなかった人の意識が高まっていって、そういう人たちが省エネすることで電

力の使用量が下がって CO２が下がっていく、そこが狙いなので、別にキツキツの状況で生活してほ

しいとかそういうわけではないです。ただそこまでは大丈夫だと思います。」 

後攻「例えばの話をするんですけど、政策の施行から 10 年経ったとして、その前から 5 年ってエコをし

てきた 5 年じゃないですか。だから上限ってどんどん厳しくなっていって、やっぱり毎年毎年何％

下げていくっていうのってちょっと…」 

先攻「なるほど。一応対処後の効果の見込みとして、今まで何も省エネに対して意識がなくて、いやもう

自分の生きている世界がよければいいじゃないか、って思っている人がこの政策を導入することに

よってポイントがもらえたりとか、超えてしまったら払わないといけないということで、省エネに

対して意識が上がるということは、たぶん結構効果が得られると思うんですけど、確かに今まで省

エネをしてきた方々に対しては、これ以上の省エネを今からこっちが要求していくというのはちょ

っと確かに考えていなかったので、そちらは検討させていただきます。ありがとうございます。」 

後攻「じゃあすみません、この見える化やこのこと自体が家庭のみということになっていましたが間違っ

てなかったでしょうか？」 

先攻「まず、家庭で習慣化することによって、見える化によって、家庭レベルで個々の人々一人ひとりが

省エネに意識をもって、それが習慣化されて、そういう人たちが企業とかに行ったりしますので習

慣化されていったら、それも自然と省エネするようになるっていう感じですね。」 

後攻「わかりました。でもやっぱり企業とか学校とかでもそうですよね。学校ならエアコンの温度をちょ

っと下げてやろうとか思う人も夏はいると思うんですけど、やっぱり企業とか学校とかにもあった
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方がいいんじゃないかと思います。」 

先攻「検討させていただきます。ありがとうございました。」 

後攻「ありがとうございました。」 

＜タイマーの音＞ 

【司会】では続いて後攻チームによる政策提案のステージです。 

発言をされる方は前に出てきてください。 

準備はよろしいでしょうか。では始めてください。 

（３） 後攻チームによる政策提案 ＜後攻：慶進高校＞（５分間）

今から、後攻チームとして政策提案を行います。よろしくお願いします。 

第１にありたいライフスタイル、第２に具体的な政策提案、第３に

その政策がもたらす効果とその重要性について述べます。 

第１に、ありたいライフスタイルは、「丁度いい生産・丁度いい

消費の社会」です。まず、今回は生活必需品である「服」について

焦点を当てて考えます。みなさんが買っている服の裏側では、大量

の廃棄がなされているのをご存知でしょうか？NHK クローズアッ

プ現代の資料によると、年間約 14億点もの服が廃棄されています。

この数字は、全体の約半分と、大変無駄です。これを簡単に言い換

えると、あなたが１枚の T シャツを買ったとき、同時に新品の T シャツを一枚捨てて、捨てた分の生産と

処分にかかる費用はもちろんあなたが負担しているのです。また、経済産業省の資料より、14 億点という

服の量を石油量に換算すると、100 億リットル、石油の金額にして 4,000 億円です。しかも、この量の

服を、また石油を使って燃やしているのです。この石油やお金の浪費は、省エネを必要とする現代の流れ

を逆行しています。 

 そこで、第２にこれらの問題を解決するために「服の受注生産化」を提案します。 

２点に分けて説明します。１点目、服の受注生産品を増やすために、今の生産体制のままでは受注生産を

増やせないので、「新しく各個人に合わせて生産できる服の 3D プリンターの導入を国が補助」します。服

の 3D プリンターとは、現在開発されている新しい技術です。店の端末やパソコン・スマホから、お店の

提供するデザインを選んで注文し、3D プリンターが自動で服を製作して、購入者のもとにお届けするす

るものです。この 3D プリンターとは皆さんが思い浮かべるような合成樹脂を使って立体的にモノを作り

出すようなものではなく、糸や生地から機械が自動で作り出す新しい技術です。現在でも、有名ブランド

のシャネルやアマゾンが実際に開発・生産しています。2 点目、国民に受注生産品を選んで貰うために「大

量生産された服に課税」します。発想としては環境によくないもの、すなわちエネルギーと資源を無駄に

使う大量生産品を、酒・たばこのような嗜好品と同じ位置づけにする感覚です。課税は、同じ品質の大量

生産品と受注生産品が、同じ価格になるようにします。 

 まとめに、受注生産品が普及するまでの過程を説明します。プランを導入します。3D プリンターの導

入を補助し、大量生産品に課税をします。そうすると、余計な課税を嫌う消費者は、受注生産品を選ぶよ

うになります。また、同じ価格なら、自分にあったサイズを選べる受注生産品の方が優れているので、一

定数の人は、受注生産品を選んでくれます。そうして大量生産品の需要が減っていくと、現状の「たくさ

ん作って利潤を最大化」する生産は立ち行かなくなり、企業も例えば、新しい工場を作るときには３D プ

リンターを設置して、受注生産が徐々に普及していきます。
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 第 3 に、その政策がもたらす効果と重要性について述べます。まず、国民へのメリットについて。例え

ば、服の３D プリンターを導入すれば、生産過程は自動化され、工場での人件費がかかりませんから、い

ままで服を買うときに払っていた、生産にかかる人件費と廃棄される服分のコストがなくなります。３D

プリンターを導入するコストを考えても、現行の価格よりも服の値段はむしろ安くなるかもしれません。

しかも、受注生産なら、自分にあったサイズや色を注文で

きます。次に、この政策の効果について。具体的な政策提

案の２点目で述べたように、服の廃棄が徐々に減っていき

ます。大量生産を禁止するわけではないので、この廃棄す

べてが無くなるとは考えていませんが、大部分は減り、ほ

ぼ１００億リットルの石油の無駄遣いを抑止できます。最

後に、この政策の重要性について。現代のエネルギー問題

は、石油資源があと 50 年で枯渇すると言われているよう

に、小手先の省エネ政策では不十分だと考えています。そ

こで、本当に私たちが行いたいのは、「大量生産・大量消費・大量廃棄」を「豊かでよしとする意識」の改

革です。服の受注生産化は、あくまで一手段に過ぎません。大量廃棄は、服以外でも行われているでしょ

う。この意識改革が、服以外にも広まり、省エネが行われる世界を、この政策によって作ろうと考えてい

ます。以上で終わります。ありがとうございました。 

＜タイマーの音＞ 

では続いて、後攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換のステージです。 

各チームのスタンドマイクを持ってきて発言される方は前に出てください。 

準備はよろしいでしょうか。では始めてください。 

（４）後攻チーム（慶進）の提案する政策についての質疑と意見交換

先攻「はい、始めます。お願いします。」 

後攻「よろしくお願いします。」 

先攻「まず第一部のところで今服が大量に捨てられているとい

う話がありましたよね。これって何でですか？」 

後攻「今、たくさん作ることによって、服を買おうとしたとき

に絶対に在庫があるよっていう状況を企業がつくって、それに

よって服を企業がたくさん売れるようにしているっていう現状

があるんですね。だからそのたくさんつくって一番利益が上が

るという均衡を今大量消費大量生産のこの社会ではその均衡を

保ってたんですけどその均衡っていうのがすごく裏側ですごく廃棄を生んでいるよねという。」 

先攻「では新品の洋服が大量に捨てられているということで  よろしいでしょうか？」 

後攻「はい、そうですことです。」 

先攻「ではその洋服ってそもそも何から作られているんですか？」 

後攻「洋服自体は綿だったり･･･。プラスチックも石油から作られるようにですね。」 

先攻「洋服って石油から作られているんですか？」 

後攻「そういう繊維製品も･･･」 

先攻「そういうものもあるということですね。ありがとうございます。重要性の話で、効果の話ですかね、

最終的に 100 億リットルくらいにしていけるんじゃないかっていうような話でしたよね。その

100 億リットルってどうして 100億リットルになったんですか？」 



- 17 -

後攻「最初の 14 億点っていう服の話が合って、プラス経済産業省の資料で服一着を作るときに大体 7 リ

ットルの原油が必要になるという資料があったので、そこから 14×7で 98 だからざっと計算して

100 億リットルくらいなんじゃないかなと計算しました。」 

先攻「じゃあそれから増えたり減ったりとかはしますね？」 

後攻「まぁ 100 億リットル全てがなくなるというのは、確かにきついと思います。」 

先攻「わかりました。第 2 のところの 2 点目のところで、普通の受注生産じゃない洋服には課税をすると

いう話がありましたよね？ということは今まで通りの普通のこういう洋服も売っていく、というこ

とですよね？」 

後攻「まぁそれをゼロにするとは考えています。」 

先攻「それはなんでこれからも売っていくんですか？」 

後攻「例えば、この受注生産というのは自分が注文してから作って配達時間がかかりますから時間がかか

るんですよね。でも突然服が必要になるときとかもあると思うので、そこは環境にはよくないけど、

酒・たばこみたいな嗜好品としての位置づけにして、残していこうということです。」 

先攻「そこで一つ提案なんですけど、今まで捨てている分をとっておいてその分をそこに使って、これか

ら先普通の洋服というものを作らずに、受注生産だけでしていく。それで、でも時間がかかってし

まうからそこの問題は今まで大量に作っていた洋服でカバーする、というのはどうですか？」 

後攻「貴重なご意見ありがとうございます。確かに政策を導入した時点での事とか、考えていなかったの

で再提案の方でもっと詳しく考察します。」 

先攻「お願いします。同じ点なんですけど、大量生産の品に課税をするという話でしたよね。その課税を

する案というのも素晴らしいのですがそもそも生産量を減らすということは物理的に無理なことな

んですか？」 

後攻「企業に呼び掛けて生産量を減らしてもらうっていうのも一つの手だと思うんですけど、さっきの冒

頭でもあったように、利潤の最大化のために定まってきた均衡を、国として廃棄を減らすことを促

進してあげるというのが、今回の政策の目的です。」 

先攻「はい。では利潤という話もあったんですけど、洋服を作る会社っ

ていうのは 3D プリンターっていうものは全体的に、徐々に始め

ていくという形でしたよね？」 

後攻「はい。」 

先攻「それが最終的には全部に浸透するということですか？」 

後攻「最終的には全部やるのが目標です。」 

先攻「わかりました。その 3D プリンターって大体いくらくらいするかわかりますか？」 

後攻「現状の 3D プリンターで言うと安いもので 8 万円、高いものでも 20 万円くらいになっていて、こ

れからもっと 3D プリンターが普及していけばもっと大量消費大量生産みたいな考え方になるんで

すけど、たくさん作ったら安くなるんで…」 

先攻「その 8 万円とか、高いものならもっとすると思うんですけど、それっていうのは店がそれに対して

３D プリンターを取り入れたくなるような、例えば、それを取り入れたお店には何かあげるとか、

特典を付けてみてはどうですか？」 

後攻「すごく貴重なご意見をまたありがとうございます。確かにその今作っている服の分コストも浮くけ

ど、プラスアルファで何かあれば企業としてもうれしいので、確かにそれの方が促進していくと思

います。」 

先攻「ありがとうございました。」 

後攻「ありがとうございました。」 

＜タイマーの音＞～スピーチ時間終了～ 
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【司会】では続いて両チームの準備時間５分に入ります。 

＜タイマーの音＞ 

【司会】準備時間後はスピーチする順番が今度は逆になって、最初に後攻チーム慶進高校 B チームによる

論点明示と政策の再提案のステージになります。 

準備はよろしいでしょうか。では始めてください。 

（５）後攻チームによる論点明示の政策の再提案 ＜後攻：慶進高校＞

では、これから相手による質疑と意見交換を通して、重要な論点の

明示と政策の再提案をしていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

では、今回の質疑と意見交換のところを振り返っていきたいと思う

んですけども、まず在庫廃棄するとあったんですけどそもそもなぜ

大量生産するんですか？という話とか、そこから派生して洋服は何

から作られているのか？とか、百億リットルとあるんだけど、どう

いう計算ですか？とか、そのあとの服の受注生産化というものがあ

るんだけれども、３D プリンターを導入というものは一気にじゃなくてだんだんなのか？という話とか、

そもそも今大量生産でいっぱい残っているものがあるという話をしたんですけど、それをいや回せばいい

んじゃないか、みたいな話があったと思います。 

で、２点目の大量生産された服に課税というところで、今まで通りの服を売っていくんですか？とか、生

産量を減らすことは無理なのか？とか、いう話があったと思います。その中から私たちが重要な論点だと

思ったところは、特典を付けた方がいいのではないですか？というところと、残っているものを回す、と

いうところです。では、その話をしていきたいと思うんですけども、プランの服の３D プリンターの導入

を国が補助とあるんですが、そこの補足で３D プリンターの導入、つまり受注生産式にした企業には、法

人税を減税にしたいと思います。特典として。で、もう一つが残っているものの話があったので 1,2 と政

策を提案したんですけど、3 点目として今現在の残っているものを回す、というのをつけたいと思います。 

私たちが思い描いているビジョンとはどんなものなのか。そしてそれがどんな風に発生するのか。そして

それをすることによってどんな良いことがあるのか、というところを話していきたいと思います。 

まず、私たちが目指している世の中は、今現在のような多くの無駄を出してしまうこの大量生産・大量消

費ではなくて、ちょうどいい生産・ちょうどいい消費、にしようというものなんですね。ではそれがどう

やったら発生していくのか、そこについてお話していきます。 

まず３D プリンターの導入を国が補助しますよね。そして大量生産品に課税します。消費者の方はたぶん

課税が来たら「うわぁー課税か、困ったな嫌だな」と思って受注生産品を選びますよね。さらに自分に合

ったサイズを選べるんだったら「それは受注生産品しかないだろう。」という話になると思います。また、

一定数の人には効果はあると思っていますので、確実に発生することなんですね。そのうちだんだん大量

生産品の需要が減っていきますので、そうすると現在のたくさん作って利潤を最大化するという生産方法

は立ち行かなくなるんですよ。企業も例えば新しい工場作っとけば、もうこういう時代が来ているわけだ

から、３D プリンターを導入しようという風に、どんどん転換していくと思いませんか？思いますよね。

受注生産品が徐々に普及していけば、私たちが目指しているプラン、ありたいライフスタイルにどんどん

近づいていく。そういう点で実現可能性は非常にあると思っています。 

効果の話をしましょう。人件費とかがいらないわけですから、服はもちろん安くなると思います。また自

分に合ったサイズや色を注文できるってとってもワクワクしませんか？自分の好きな服を着て、それでも

無駄はなくなる。そんな素晴らしい世界はないと思います。そして 100億リットルの石油もなくなります
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よね。でこの 100 億リットルなんですけども、先ほどのお話で聞いたのが、今なんか第 5 次エネルギー

計画というのがあって 5300 万キロリットルを削減するみたいな、で 100 億リットルってのは変換する

と 1000 万キロリットルじゃないですか、ということは 5 分の 1 なわけですよ。5 分の 1 もそれを減ら

せるというのはなかなか効果ありありじゃないですか。経済産業省の皆さん。どうでしょうか？ 

重要性なんですけども、私たちは「大量生産・大量消費・大量廃棄で豊かでするという意識」の改革をし

たいんですよね。恵方巻、クリスマスケーキいろんなものを大量生産して無駄になってます。それをなく

しましょう。 

＜タイマーの音＞ 

【司会】では最後に先攻チームによる論点明示と政策の再提案です。 

準備はよろしいでしょうか。では始めてください。 

（６）先行チームによる論点明示と政策の再提案 ＜先攻：マリスト高校＞

始めます。まず、私たちの先攻チームの立論を見てください。先ほ

どの意見交換の際に私たちが重要だと思った点は 2 点です。 

1 点目から言っていきます。まず１点目です。まず政策の 1を見て

ください。私たちが政策１で言ったことっていうのは、各５年間の

１家庭の 1 か月の平均をその次の上限ラインにしようということ

は言いました。でその際に相手側さんから「ラインって徐々に下が

っていくじゃないか、これってめちゃくちゃきつきつな生活になる

んじゃない？」っていう話がありました。省エネ意識がない人じゃ

なくて今まさに省エネをしている人は、このラインを設けることにより大変な生活になっていくんじゃな

いかという話がありました。まず、きつきつになるんじゃないかという話についてなんですが、これは先

ほども話したように各 5 年間のデータを平均した値ですから、今までの生活水準っていうものは落ちない

と考えられます。そして、今まさに省エネをしている人が今後どうなっていくか、その上で 0.8％もとい

うのはまぁ確かにそれはさすがにきついかなというように思いましたので、そこについて、再提案をまず

1 つします。その再提案というものは、今までは一か月の上限ラインを 0.8％以上下げた人たちにはポイ

ントという風にしていたのですが、そしたらその今まで省エネしてた人たちが、今まで以上に 0.8％もし

ないとポイントがもらえないという社会になっているので、それを一年間ずっとそのラインを越えなかっ

た人には 5000ポイントっていうものをプレゼントする、という政策を新たに付け加えます。そのことに

よって、0.8％を必ずしも超えないとポイントがもらえないというわけではなくて 1 年間頑張れば、5000

ポイントもらえて、それについでまたインセンティブが加わって、今まで通り頑張っている人にはプラス

マイナスゼロだけど頑張ろうと思った人にはポイントがもらえる。そして、１ヵ月さぼっちゃったなって

いう人には、ちょっとマイナスな課税というか罰則が起きると。これによって、よりインセンティブとい

うものが発生すると考えられます。次に 2 点目です。2 点目は政策全体に、企業や小学校にも導入したら

どうかという話でした。ただ、私たちはこのパブリックディベートの論題、つまり個人や家庭レベルの生

活の在り方をもとに、という点から最初は企業は取り組まなくていいかなという風に考えていたんですけ

ど、まぁ確かにどんどんこの政策、「電力可視化ここまでアプリ」というものを個人レベルで導入していく

と、それが皆普通の世界になっていく。そうしたら、その上で小学校とか企業とかにこの政策を導入すれ

ばいいかなと思います。なので、ここも再提案なんですけど、ただ、企業とかって前年度と今年度で生産

量の違いとかもあって、そこに上限を加えることはさすがにきついだろう。ということは私たちが効果 1

でも述べている通り、見える化でも効果があるんだ。じゃあ見える化だけでもいいんじゃない？という風

になって企業には2，3年後家庭レベルっていうものが徐々に広まった上で見える化だけを導入してみる。

まぁモニターなどをつけてですね。そうすることによって社会全体が消費者に対して意識が上がっていく
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という社会が実現すると思います。 

最後に、私たちの主張というものをまとめていきます。政策３を見てください。2020 年から 2025 年ま

でのその 5 年間で、スマートメーターを設置した家庭ではアプリをインストールすることができて、電力

使用量が見える化される。そして徐々に改善していこうという話ですね、５年間で。次に政策 1，2 を見

てください。2025 年にはスマートメーターが 100％普及するんですね。じゃあここで電力使用量に上限

を加えることによって、それよりも 0.8％以上抑えることができたらとか、先ほども再提案したようなこ

ととか、超えてしまったら 1.2 倍、こういったことをすることによってよりインセンティブが働き、より

抑えよう抑えようとする気持ちが生まれてきますよね。そうすることによって皆が省エネに対して意識が

向上するという素晴らしい社会になっていくんですよ。で、これが過去 5 年間のデータを基にした平均な

ので、全然きつくない。普通にいつも通りの生活をしていたら、普通に下がっていくんだよと。でも頑張

った分だけはやっぱりご褒美をあげないといけないから、ちょっとポイントをあげようじゃないかという

話でした。 

では最後に、私たちの第２の主張を見てほしいんですけど、生活の質を落とさないと、個人が自ら進んで

すること、実行することができること、省エネが身近に感じられるこの 3 点について私たちはこの今後の

世界においてこの 3 点がそろうのがまさにありたいライフスタイルだと考えます。じゃあその上で、一番

どちらの政策を取り入れるべきなのかというのを、判断してください。以上です。 

＜タイマーの音＞ 

【司会】両チームのみなさん、白熱した議論をありがとうございました。 

それではただいまから、観客のみなさんの投票タイムに入ります。 

▲試合が終わって、ノーサイド。互いに善戦を労います。
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（７）結果発表

それでは、結果の発表をいたします。 

まず、中学校の部。午前中２試合の結果がそのまま

最終順位となりますので、申し上げます。 

第１位、合計成績 13 点、勝利数 2 の大分大学附

属中学校のみなさんです。おめでとうございます。 

第２位、合計成績 10 点、勝利数 2 の東明館中学

校のみなさんです。 

第３位、合計成績 10 点、勝利数 1 の精道三川台

中学校の皆さんです。 

第４位、合計成績 9 点、勝利数 1 の宮崎県立宮

崎西高等学校附属中学校の皆さんです。 

第５位は並んでおりまして、合計成績７点、勝利数０の弘学館中学校と熊本マリスト学園の皆さんです。 

以上が、中学校の順位でした。 

続きまして、高等学校の部。まずは、先ほど行われました決勝戦の結果を発表させて頂きます。 

決勝戦に関しては、事前にご説明いたしましたとおり、この会場で皆さんしていただいた投票を単純に

集計した結果が、そのまま勝敗になります。皆さんの一人一票です。すべて平等です。そして、試合評価

に関しましては、皆さん全員の試合評価の平均値を取ったものということになります。まず試合評価の点

数は、5 点満点で、4.5 と非常に高い点数が付いております。ちょっとですね、まあ、4.5 と言っても、

凄く 5 が多い一方で、１を付けられている方も、少なくない数いらっしゃる、ということなので、もう少

し、この大会の趣旨を考えて、より良いコミュニケーションを目指して頑張っていただけると、更に点数

は上がっていくのかな、というふうに思った次第です。では、最終的な勝敗の判定に参ります。 

得票数です。先攻チーム、熊本マリスト学園高等学校 48。後攻チーム、慶進高等学校 83。となりまし

たので、48対 83で、高等学校の部は、慶進高等学校の皆さんの優勝ということになります。 

投票結果（会場参観者投票）

■試合評価  4.5 点 

■チーム評価

先攻：熊本マリスト高等学校 48 票（準優勝）

後攻：慶進高等学校     83 票（優勝勝）




