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パリ協定を踏まえた地球温暖化対策 
～「脱炭素社会」を目指し、取り組むべき省エネ政策とは～ 

 

 地球温暖化対策に世界全体で取り組むための国際会議、第21回気候変動枠組条約締結国会議（COP21）

が2015年12月にパリで開催されました。会議では、世界全体の温室効果ガス（以下「GHG」）の総排

出量のうち、推計で55％を占めるGHGを排出する55ヶ国以上の国が締結するという条件を満たして「パ

リ協定」が2016年11月に発効しました。 

 この協定では、地球温暖化対策として「世界全体の平均気温の上昇を産業革命前と比較して2℃未満

に抑える」「1.5℃に気温上昇を抑制するための努力を継続する」ことが規定されました。そして、目標

達成のために21世紀後半、GHGの排出と除去量との間の均衡（実質的に0）を達成することが掲げられ

ています。 

 そのため、日本政府は、最終到達点として「脱炭素社会」を掲げ、今世紀後半のできるだけ早期に実

現していくことを目指しています。長期的目標としては2050年までに80%のGHGの排出削減を掲げて

います。しかし、この削減目標はかなり野心的な数字で、豊かになった生活環境の中で従来の省エネの

取り組みの延長だけでは達成は難しく、政府もトップランナー制度導入など革新的技術の開発・普及な

ど最大限の努力を行うことでの実現を目指しています。 

 

 

政策を求める問い 

 

そこで、今回は、2050年までに80％のGHG排出削減目標を達成するためには、どのような政策が効

果的かを問います。 

30年前には夢物語だった事が実現しています。30年後（2050年）にも、技術革新などにより今では

考えられないような事が可能になるはずです。それを踏まえて、「ユニーク」かつ「斬新なアイデア」

での具体的な政策を提案して下さい。 

今までにない省エネ政策をディベートで検討しましょう。 

 

 

 

  

１．大会趣意 
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【名 称】 令和元年度「省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテスト」 

 

【会 場】 福岡工業大学 C 棟地下ホール（定員３００名） 

 

【日 時】 令和２年１月１1 日（土） １０：３０～１６：３０ 

 

【日 程】 10:00～10:30（30） 受付開始（Ｃ棟 地下ホール入口） 

10:30～10:40（10） 開会式/挨拶・ルール説明/留意事項 

10:40～11:00（20） 準備 

11:00～12:05（65） 第Ⅰ試合 

12:05～12:45（40） 昼食・準備 

12:45～12:50（05） 移動 

12:50～13:55（65） 第Ⅱ試合 

13:55～14:05（10） 審査結果集計 

14:05～14:15（10） 審査結果発表 

14:15～14:30（15） 決勝戦準備・待機 

14:30～15:10（40） 決勝戦 （高校の部・中学の部） 

15:10～15:15（05） 決選投票 

15:15～15:25（10） 休憩(中学関係者会場移動) 

15:25～16:10（45） 省エネトークセッション 

～「みんなで話し合おうエネルギーの未来」～ 

講師：株式会社西日本エネルギー管理総合研究所 代表取締役社長 藤原 洋記 氏 

消費生活アドバイザー／環境カウンセラー  林 真実 氏 

16:10～16:30（20） 閉会式/結果発表・表彰式・大会講評 

16:30        閉会 

 

【ルール】 本ディベートは以下の形式によって展開する。（時間は各ステージ５分間) 

      （パブリック・ディベートコンテスト実行委員会制定ルールによる） 

 

      ▼ステージ１ 先攻チームによる政策提案 

      ▼ステージ２ 先攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換 

      ▼ステージ３ 後攻チームによる政策提案  

      ▼ステージ４ 後攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換 

             （準備時間５分間） 

      ▼ステージ５ 後攻チームによる論点明示と政策の再提案 

      ▼ステージ６ 先攻チームによる論点明示と政策の再提案 

  

２．大会概要 
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【参 加 校】 １３校 〈中学の部〉５校 

           《佐賀》学校法人東明館学園東明館中学校 

           《長崎》学校法人精道学園精道三川台中学校 

           《熊本》学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園中学校 

           《大分》国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 

           《宮崎》宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 

 

〈高校の部〉８校 

           《福岡》学校法人福岡工業大学附属城東高等学校 

           《佐賀》学校法人東明館学園東明館高等学校 

           《長崎》学校法人精道学園精道三川台高等学校 

           《熊本》学校法人熊本信愛女学院高等学校 

 《熊本》学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園高等学校 

      《宮崎》宮崎県立宮崎西高等学校 

 《山口》学校法人宇部学園慶進高等学校 

           《沖縄》学校法人角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校 

 

【主  催】 九州経済産業局、パブリック・ディベートコンテスト実行委員会 

 

【協  力】 学校法人福岡工業大学、特定非営利活動法人 全国教室ディベート連盟九州支部 

 

【後  援】 〈教育委員会〉 

福岡県教育委員会、佐賀県教育委員会、長崎県教育委員会、熊本県教育委員会、 

大分県教育委員会、宮崎県教育委員会、鹿児島県教育委員会、 

北九州市教育委員会、福岡市教育委員会、熊本市教育委員会 

       〈新 聞 社〉 

朝日新聞社、産経新聞社、西日本新聞社、日本経済新聞社西部支社、 

毎日新聞社、読売新聞社（５０音順） 

 

【運  営】 パブリック・ディベートコンテスト実行委員会 

       特定非営利活動法人 全国教室ディベート連盟九州支部 

       学校法人福岡工業大学、九州経済産業局、株式会社フラウ 

 

【事業受託】 事務局：株式会社フラウ 
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部門 教室 

第Ⅰ試合 

11：00～12：05 

第Ⅱ試合 

12：50～13：55 

決勝戦 

14：30～15：10 

先攻 後攻 先攻 後攻 先攻 後攻 

中
学
の
部 

Ｃ31 東明館 A 大分大附中 マリスト 東明館 A 宮崎西附中 大分大附中 

Ｃ33 東明館 B 宮崎西附中 大分大附中 東明館 B   

Ｃ34 精道三川台 マリスト 宮崎西附中 精道三川台   

高
校
の
部 

Ｄ21 宮崎西 東明館 慶 進 宮崎西   

Ｄ22 城 東 熊本信愛 東明館 城 東   

Ｄ23 N 高 精道三川台 熊本信愛 N 高   

Ｄ25 マリスト 慶 進 精道三川台 マリスト   

地下 

ホール 
    慶 進 マリスト 

 

 

 

 

 

 

  

３．組み合わせ表 
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〈中学の部〉第Ⅰ・Ⅱ試合 結果 

順位 学校名 合計成績 勝利数 最終結果 

１ 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 12 2 決勝進出 

２ 国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 11 2 決勝進出 

3 学校法人精道学園精道三川台中学校 11 1  

3 学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園中学校 11 1  

5 学校法人東明館学園東明館中学校Ａ 8 0  

6 学校法人東明館学園東明館中学校Ｂ 7 0  

 

〈中学の部〉決勝戦 結果 

 学校名 試合評価 得票数 最終結果 

先攻 宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 
4.25 

13 優 勝 

後攻 国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 12 準優勝 

 

 

〈高校の部〉第Ⅰ・Ⅱ試合 結果 

順位 高校の部 合計成績 勝利数 最終結果 

１ 学校法人宇部学園慶進高等学校 15 2 決勝進出 

２ 学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園高等学校 12 1 決勝進出 

3 学校法人角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校 11 2  

4 学校法人東明館学園東明館高等学校 11 1  

5 宮崎県立宮崎西高等学校 10 1  

6 学校法人精道学園精道三川台高等学校 9 0  

7 学校法人福岡工業大学附属城東高等学校 8 1  

8 学校法人熊本信愛女学院高等学校 8 0  

 

〈高校の部〉決勝戦 結果 

順位 高校の部 試合評価 勝利数 最終結果 

１ 学校法人宇部学園慶進高等学校 
4.28 

51 優 勝 

２ 学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園高等学校 24 準優勝 

 

  

４．コンテスト結果 
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▼10：00～ 受付開始（Ｃ棟 地下ホール入口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【受付風景】 

 

▼ 10:30～10:40 開会式（Ｃ棟 地下ホール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合司会】                     【会場風景】 

※総合司会は、田本正一パブリック・ディベートコンテスト実行委員会 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主催者挨拶】          【主催者挨拶】         【大会実施諸説明】 

九州経済産業局          池田賢治ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｺﾝﾃｽﾄ   酒賀匡ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｺﾝﾃｽﾄ                  
小野基海電源開発調整官        実行委員会委員長       実行委員会 実行委員 

 

 

 

 

 

 

 

5．コンテスト写真記録 
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▼ 11:00～13:55 第Ⅰ・Ⅱ試合（中学の部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試合の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

【協議の様子】          【試合の講評】          【試合後の交流】 

 

 

▼ 11:00～13:55 第Ⅰ・Ⅱ試合（高校の部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【試合の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協議の様子】          【試合の講評】          【試合後の交流】 
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▼ 14:05～14:15 審査結果発表（Ｃ棟 地下ホール） 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員の酒賀匡審判員より予選結果発表。 

〈中学の部〉１位宮崎西高等学校附属中学校・２位大分大学教育学部附属中学校 

〈高校の部〉１位慶進高等学校・２位熊本マリスト学園高等学校 

抽選の結果 

〈中学の部〉先攻：宮崎西高等学校附属中学校／後攻：大分大学教育学部附属中学校 

〈高校の部〉先攻：慶進高等学校／後攻：熊本マリスト学園高等学校 

 

▼ 14:30～15:10 〈中学の部〉決勝戦（Ｃ棟 31） 

宮崎西高等学校附属中学校 VS 大分大学教育学部附属中学校 

先攻：宮崎西高等学校附属中学校   

政策提案「コンパクトシティの形成」 

 

後攻：大分大学教育学部附属中学校 

政策提案「カーボンリサイクル技術を用いて日本の炭素排出量をニュートラルに」 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 14:30～15:10 〈高校の部〉決勝戦（Ｃ棟 地下ホール） 

慶進高等学校 VS 熊本マリスト学園高等学校 

先攻：慶進高等学校 

政策提案「エコが売れる国日本 CO2 を膜分離することにより人工光合成酸素をオレフィンに分解」 

後攻：熊本マリスト学園高等学校 

政策提案「火力発電における CO2 リサイクルシステムを活用した省エネ事業」 
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▼ 15:25～16:10 省エネトークセッション（Ｃ棟 地下ホール） 

 

～「みんなで話し合おうエネルギーの未来」～ 

【講師】株式会社西日本エネルギー管理総合研究所 代表取締役社長 

藤原 洋記 氏 

消費生活アドバイザー／環境カウンセラー 

林 真実 氏 

                       エネルギー、省エネの専門家お二人をお招きし、日本の

エネルギー政策の現状の話しを踏まえながら中学生、高

校生の政策提案を振り返りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 16:10～16:30 閉会式/結果発表・表彰式・大会講評（Ｃ棟 地下ホール） 

 

《 決勝戦 結果発表・講評 》 

 

 

 

 

 

 

 

〈中学の部〉田邊未来審判員         〈高校の部〉森田洋明審判員 

優 勝：【宮崎】宮崎西高等学校附属中学校    優 勝：【山口】慶進高等学校 

準優勝：【大分】大分大学教育学部附属中学校   準優勝：【熊本】熊本マリスト学園高等学校 
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〈中学の部〉優 勝：宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈中学の部〉準優勝：国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈高校の部〉優 勝：学校法人宇部学園慶進高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈高校の部〉準優勝：学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 大会講評 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック・ディベートコンテスト実行委員会委員長 池田賢治 
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経済産業省 九州経済産業局 電源開発調整官 

小野 基海 

 

皆さん、おはようございます。経済産業省九州経済産業局の小野でございます。本日は、省エネ

政策提案型パブリック・ディベートコンテストに多数のご参加、また、ご参観をいただきまして誠

にありがとうございます。 

本コンテストは、将来の社会を担うであろう中学生あるいは高校生の皆さんが自ら情報収集し、

考え、新しい政策を提案し、そして議論を展開していただくという過程を通じて、エネルギー政策

に関心を持っていただきたいということで、平成１４年度から開催しているものでございます。そ

の間、エネルギー情勢も大きく変化してきておりますが、省エネ先進国であるわが国においては、

省エネを次の段階へと推し進めるべく、益々その取り組みの加速化が求められているところでござ

います。 

昨年、アメリカのタイム誌の「今年の人」に、十六歳という世界最年少で選ばれたグレタ・トゥ

ーンベリさんはご存知かと思います。国連での演説は大変衝撃的ではありましたが、気候変動の危

機に立ち向かうため、すぐさま行動を起こすべきという主張には一定の理解もあるところでござい

ます。同世代の皆さん方にとっても、色々な意味で刺激があったのではないかと思っております。

そこで、今回は『パリ協定を踏まえた地球温暖化対策～「脱炭素化」を目指し、取り組むべき省エ

ネ政策とは～』をテーマに、今から３０年後の２０５０年までに、８０パーセントの温室効果ガス

を削減するためのユニークかつ斬新なアイデアの省エネ政策を提案し、議論していただくこととし

ました。 

今回は、昨年度の参加者から要望の多かった中学校の部の決勝戦も開催することとしております。

時間等の制約もありまして同時進行ということにはなってしまいますが、練習の成果をいかんなく

発揮していただき、分かりやすく共感できる議論が展開されることを期待しております。そして、

本大会を契機に、引き続き、省エネ問題に関心を持ち、光輝く未来を切り開いていただくための具

体的な行動に向け、これからも努力されることを願っております。 

最後になりますが、本コンテスト開催にあたり多大なるご協力を賜りました福岡工業大学、NPO

法人全国教室ディベート連盟九州支部、ご後援をいただきました各県・政令市の教育委員会、報道

各社の皆様方に謝意を表しまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は最後までどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

 

６．主催者挨拶 
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パブリック・ディベートコンテスト実行委員会委員長 

池田 賢治 

 

おはようございます。パブリック・ディベートコンテスト、先ほど、今日のテーマ・趣旨等の詳

細のお話をいただきました。本大会が始まったきっかけは、ディベート甲子園という全国大会まで

繋がっている大会があります。通常のディベートは、肯定側と否定側に分かれて議論を行いますが、

議論のための議論になっていることも懸念される場合があります。そこで、政策をそれぞれ提案し

て、お互い協調性を持って相手の政策もきちんと受け入れ、お互いより良い政策を作り上げていこ

うという趣旨でディベートコンテストを始めた訳です。 

省エネに関して政策を毎年提案していただいていますが、もう一つの趣旨は、初めてディベート

を聞く人でも理解ができ、その内容が自分達の生活・社会にとって、より良い社会を目指すために

二つのチームが協力して議論していくことで、一般の方々にも分かりやすく伝えられるようにとい

う思いで大会を開催しています。 

政策の議論も既に準備は万端だと思いますが、重要なことが幾つかあります。インパクトがある

ことも重要ですが、ルールの中に書いているように「実行可能性」というところもかなり意識して

もらい、ただ「こんな政策を」とするのではなく、効果があることはもちろん重要ですが、いろい

ろな側面から「実際これが実行できるのだろうか」という事も考えながら、議論をしてもらえたら

いいかなと思います。 

来週、ここ福岡工業大学でもセンター入試が行われますが、センター入試に代わる共通テスト案

は二転三転し、実際にやってみようとすると「こんなところがうまくいかないんじゃないか」「実行

できないんじゃないんじゃないか」というようなところが露呈していた部分もあります。そのよう

なところを、政策を提案する時に考え、それぞれが提案し、議論をしてもらえればいいかなと思い

ます。また、毎年「解かりやすい議論で素晴らしい」という声を外部の方からもいただいておりま

す。今回も分かりやすい議論を期待しています。 

最後に協力・後援をいただいております各県・各政令都市の教育委員会、各新聞社、それから会

場提供の福岡工業大学、全国教室ディベート連盟の方々に謝意を表して挨拶に代えさせていただき

ます。ありがとうございました。 
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〈中学の部〉決勝戦の記録 

 

【先攻】宮崎：宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 

【後攻】大分：国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 

 

田邊 未来 氏（審判員）の司会で試合開始 

【司会】ステージ１、先攻チームによる政策提案、時間は５分間です。始めてください。 

 

（１）先攻チームによる政策提案 ～宮崎西高等学校附属中学校～ ５分間 

先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に政策提案を必要とする社会的問題についての私たちの解釈、

第２に政策提案を行うにあたっての基本的なスタンス、第３に政策

の具体について述べます。 

第１に 2050 年までに 80％の GHG（Greenhouse Gas:温室効果

ガス）削減目標達成についての私たちの解釈について述べます。 

この目標で定められている 2050 年、科学の発展により世の中がま

すます豊かになっていく一方で日本の人口は減少し続けます。私た

ちはこれから先、都市機能を維持しつつ、持続可能な脱炭素化を図るためには、主要な都市機能を

集約しエネルギーの自給自足を可能としたコンパクトシティの形成が必要であると考えました。 

第２に政策提案を行うにあたっての基本的な立場について述べます。 

私たちの政策の柱はエネルギーの自給自足を可能としたコンパクトシティの形成と有効的な郊外

の土地利用です。コンパクトシティは、都市に機能を小さく保ち、限られた資源を集中的・効率的

に利用することで持続可能となった都市・社会のことです。ここでいう都市機能とは、移住機能や

福祉・医療・商業などのことを指し、それらを集約することで長期的に移住の集約化を図ります。

さらに公共交通の充実も可能になり、利便性の向上とともに、ひとり当たりの CO2 排出量の削減

が可能になります。私たちは脱炭素を図るための工夫をしたコンパクトシティの形成を行います。

また、都市機能の集約によって利用可能となった郊外の都市で再生可能エネルギーによる発電を行

い、この政策の効果をさらに向上させます。つまり、「まちづくり」という大きな視点から抜本的で

持続可能な省エネを行うのです。 

第３に政策の具体について述べます。 

私たちの政策を名付けていうなら「コンパクトで叶えるビックな未来」です。これについて具体的

に主張します。私たちは身近に大量に存在するエネルギーを無駄なく利用することでコンパクトシ

ティ内のエネルギーの自給自足を図ります。では、まず家庭部門のエネルギーの対策についてです。

コンパクトシティ内に整備する住宅は家全体の断熱性や整備の効率を高めることで大幅に省エネ

をし、さらに再生可能エネルギーで創エネを行います。そして年間で消費する住宅のエネルギーを

正味でゼロ以下にします。行政の整備した住宅の場合は、使用する電力の条件目標を設定し、節電

に取り組んでもらいます。代わりに電気代を超格安にし、個人が立てる家には省エネ設備を導入す

るための補助を行います。なお、市役所・駅・病院などの施設でもエネルギー自給自足を目指しま

す。次にコンパクトシティ全体のエネルギー対策についてです。道路の電光掲示板、夜間の街灯な

ど公共設備では太陽光発電など、音の振動で発電する音力発電、歩くときに地面に伝わる圧で発電

7．中学の部・高校の部 決勝戦の記録 
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する圧電素子発電、用水路や側溝の水流など小さな清流でも発電できるマイクロ水力発電で作った

電気を用います。音力発電と圧電素子発電の発電は、特に人通りの多い場所で行います。また、コ

ンパクトシティ内を走らせるバスには、太陽光パネルを取り付け、燃料電池と併用して運行します。

コンパクトシティは街の規模が小さいため、拠点間を結ぶ交通サービスを充実させることができま

す。このバスは完全自動運転であり、人手不足にも対応しています。さらに、環境負荷の小さいバ

スの利用を促すためにコンパクトシティ内で使える IC カードおよびアプリを導入します。バスに

乗ることで、エコ家電購入の際に割引に使えるポイントが貯まるものとします。 

最後に産業部門でのエネルギーについてです。これまで述べてきた家庭・運輸・エネルギー転換部

門のエネルギーと比べ、産業部門では、より大量のエネルギーが必要で、コンパクトシティ内のエ

ネルギー自給自足は現実的ではありません。そこで、コンパクトシティ化によって利用可能となっ

た郊外の土地で太陽光・風力などの再生可能発電を行い、産業部門のエネルギーに充てます。WWF

（World Wide Fund for nature：世界自然保護基金）の試算によると省エネと再生可能エネルギ

ーの技術向上により、2050 年までには再生可能エネルギーによって全ての電力を賄えるとされて

います。これらの政策によって大幅な GHG 削減が持続可能になります。よって、この政策の効果

は絶大です。以上、問題の解釈、基本的な立場、政策の具体について述べてきました。これらの内

容について、ご意見・ご質問いただきたいと願っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【司会】ステージ２、先攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換です。時間は５分間、

始めてください。 

 

（２）先攻チーム（宮崎西附属中学校）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「よろしくお願いします。」 

後攻「まず一つ目で、住む場所についてです。いくつぐらいコン

パクトシティを作ろうと考えられていますか。」 

先攻「コンパクトシティは現在ある主要な各都道府県の都市、そ

れから旧役場周辺などに設け、一定の人口密度を維持して

都市機能を維持するという目的です。具体的な数と言うよ

り現在ある主要な市町村や人口の既に多いところにさらに

集約させる形です。」 

後攻「わかりました。ありがとうございます。もう一つ質問です。まちづくりに関して再生可能エ

ネルギーとして太陽光・風力を使うと仰っていましたが、これを設置するのはどこの団体が

されるのですか。例えば、九州電力さんなどの会社を通してするのか、それとも国から直接

行うのか、そういうのが知りたいです。」 

先攻「はい、これは国の政策として行いますが、国が基準を設け、国が認可した会社に委託するも

のとしたいと思います。」 

後攻「ありがとうございます。それでは、色々、マンションとか省エネのための設備を整えると言

っていましたが、やはりそこにはコストがかなりかかると思うのですが、そのコストはどこ

からもってくるのでしょうか。」 

 

先攻「はい、このコンパクトシティ化という私たちの政策は、国がコンパクトシティ化をするとい
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う方針で進めているものです。そのため予算が国の方で確保できると予想されるため、そこ

から工面できると考えています。」 

後攻「その予算というのは、私たちの税金などを使うのでしょうか。」 

先攻「そういう解釈で大丈夫です。」 

後攻「もう一つ、郊外に住む人たちはコンパクトシティに集約されることに「愛着があって絶対に

行きたくない」とか「お墓があるから」という理由で出たくないと言う人もいると思います

が、そういう人たちはどう説得するつもりでしょうか。」 

先攻「はい。この政策では人の移住は強制するものではなく、時間をかけて誘導していくものです

ので、問題はないかと思います。また、全ての人口の集約を図るものではなく、例えば、農

業等の従事者の方が農村部に居住することは可能です。」 

後攻「ありがとうございます。「郊外に再生可能なエネルギーを出す」と言っていましたが、それは

太陽光と風力でしたか。」 

先攻「それが全てではなく、それも使いつつということで発電していきます。」 

後攻「新しい意見ですが「IC カード」や「エコポイント」が貯まると言われていましたが、いきな

り始めると国民もびっくりすると思うので、少しずつ広告していってみてはどうでしょう

か。」 

先攻「貴重なご意見ありがとうございます。再提案の際に活用させていただきます。」 

後攻「もう一つお尋ねします。政策提案の中で音力発電とか圧電素子発電、マイクロ水力発電など

仰っていましたが、この技術は発達しているのでしょうか。また、それは賄えるのでしょう

か、今までの火力発電でやってきたことを。」 

先攻「はい。賄うことができます。WWF の試算によれば、2050 年までに大幅な省エネと再生可

能エネルギーの技術の発達によって、すべての電力を賄うということができるようになって

います。また、音力発電は現在、実証実験がされており、東京の高速道路に取り付けて発電

した場合、東京 23 区の電力の半分を賄えるとの試算が出ています。音力発電の場合は、既

に使われているところもありますし、圧電素子発電も環境先進国のドイツでは行われている

ので実現性はあると思います。」 

後攻「ありがとうございます。まだ、こちら側の立論を聞いていただけてないと思いますが、再生

可能エネルギーのところでこちらも水力発電を使った部分があるので、政策提案を聞いてい

ただいて再提案で考えていただけるとありがたいです。あと、音力発電は主にここで使われ

ていると言われましたが、飛行場などの凄い騒音レベルの音を使った発電です。それが都市

部の音力発電になると逆に、都市部でそれくらいの騒音が発生するのか、それとも、微弱な

音でも音力発電ができ、火力発電に対抗するような電力を確保できるのかというのは。」 

（5 分経過、タイマー音） 

後攻「ありがとうございました。」 

先攻「ありがとうございました。」 
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【司会】ステージ３、後攻チームによる政策提案、時間は５分間です。始めてください。 

 

（３）後攻チームによる政策提案 ～大分大学教育学部附属中学校～ ５分間 

これから後攻として政策提案を行います。お願いします。 

先月 11 日、日本は COP25（気候変動枠組条約第 25 回締

約会議）で「化石賞」という不名誉な賞を授与されました。

実際、資源エネルギー庁によると 2017 年度の日本の一次

エネルギー供給のうち化石燃料の割合は 87.4％です。こ

れは欧米のみならず CO2 排出量世界一の中国よりも高い

比率です。このままでは、地球温暖化の解決どころか、国

際社会からの信用も失墜してしまう大きな問題だと私た

ちは考えました。そこで私たちは基本的立場を「脱炭素社

会を目指すこと」とします。 

資源に乏しい日本だからこそ早急にこの問題に取り組むべきです。そしてそのノウハウを輸出す

ることが世界で温暖化対策に繋がると共に、国際社会での発言力を高めることに結びつくと考え

ます。この立場を実現するため、私たちが提案する政策が「カーボンリサイクル推進計画」です。 

カーボンリサイクルとは、CO2 を資源と捉え、素材や燃料に再利用することで大気中への CO2 排

出を抑制する取り組みです。私たちはある記事に注目しました。資料を引用します。2018 ナショ

ナルジオグラフィック〈はじめ〉大気で作るガソリンを開発、実用化へ道筋、夢の炭素フリー燃料、

低価格化が見えてきた。カナダのカーボン・エンジニアリング社は低コストで炭素から二酸化炭素

を回収し、それを水素と合成して液体燃料を製造することに成功、エネルギー専門誌「Joule」に

論文を発表した。これは二つの点で有意義な技術である。一つは大気中の二酸化炭素を使って、二

酸化炭素を回収できること、もう一つは回収した二酸化炭素を使ってガソリンや軽油、ジェット燃

料を製造できることだ。大気で作った燃料なら二酸化炭素を排出してもプラスマイナスゼロ、つま

りカーボンニュートラルだ。〈終わり〉米ハーバード大学応用物理学教授デビッド・キース氏が起

こしたこの会社は、既に 3,000 万ドル以上の投資と 8 年間の歳月を費やしており、コストダウン

が進めば化石燃料と十分競争ができるそうです。他にも紹介されています。2013 年ミカド

ONLINE（はじめ）従来の方法では１トンの二酸化炭素を得るのに 600 ドルかかっていましたが、

それを 1/6 の 100 ドルまで下げる技術開発に成功したそうです。100 ドルを切る可能性が示唆さ

れたことで実用化も視野に入ってきました。〈終わり〉他の記事でも〈はじめ〉カーボン・エンジ

ニアリングは2021 年までに毎日 200 バレルの燃料を生産する施設を建設する計画を立てており、

さらに毎日 2,000 バレルの燃料を生産する商業プラントを建設する計画もあるとのことです。〈終

わり〉このように炭素フリー燃料は脱炭素社会に対する非常に現実的なアプローチなのです。2017

年に日本が排出している GHG85.9％がエネルギー起源です。つまり化石燃料排出エネルギーをカ

ーボンニュートラル燃料に代替できれば GHG のほとんどが復元可能なのです。カナダにあるカー

ボン・エンジニアリング社では炭素フリー燃料製造に必要な電力を「CO2 を発生させない水力発

電」で補っているとのことでした。「水資源も豊富」という点では日本も同じです。経済産業省の

調査で、開発すれば総電力の 15％を補えるほどの水資源があります。また、水力はどのエネルギ

ー源より単価が安く、炭素フリー燃料のコストも下げられます。さらに、炭素フリー燃料製造は空

気と水と電力さえあれば作れるので自給率 100％も可能です。なお、水力発電はダム式だけでな

く平野部でも発電できる流れ込み式を推進します。環境破壊が少なくなり、一定の発電量が見込め
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るため、安定供給もできるからです。カーボンリサイクルは燃料だけでもこのように大きな効果を

生み出します。さらに資源エネルギー庁は「2019 未来では CO2 が役に立つ？！「カーボンリサ

イクル」で CO2 を資源に」という記事で、カーボンリサイクルで CO2 を資源の利用先として燃料

以外にも化学品、鉱物などを想定しています。例えば、化学品ではウレタンやプラスチックの一種

で CD などにも使われるポリカーボネート、鉱物ではコンクリートなどです。これらは実用化され

ており、商業ベースにのせることが次の段階です。他にも CO2 のリサイクルが進めばさらに大き

な効果が期待できるでしょう。 

そこでカーボンリサイクル推進及び再生化エネルギー導入のための政策を提案します。それは、地

球温暖化対策のための税率アップです。５年後までに段階的に引き上げ、CO2 排出量１トン当た

り 5,000 円とします。ただし、炭素フリー燃料を使用しているところは免税します。この額は、

カナダが炭素税を 2022 年に 10 ドルに引き上げることを参考にしました。この課税により産業界

が CO2 排出量の多い化石燃料を避け、炭素フリー燃料に移行することが期待できます。単純に税

収が見込めるので再生化エネルギーの固定価格の買い取り制度の維持に充て国民の負担を減らし

ます。また、炭素フリー燃料製造の補助にも充てます。さらにカーボンリサイクルの技術開発を促

進するために優れた研究プロジェクトに 2.5 億円の賞金をかけます。このプランは、アラブ首長

国連邦が再生可能エネルギーの研究を推進している例を参考にしました。 

以上、問題の対策、政策の具体ついて述べました。これらの内容についてご質問・ご意見をいた

だきたいと願っています。よろしくお願いいたします。 

 

【司会】ステージ 4、後攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換です。時間は５分間、

始めてください。 

 

（４）後攻チーム（大分大附属中）の提案する政策についての質疑と意見交換 ５分間 

先攻「これから先攻チームとして後攻チームの政策に対する質

疑と意見交換を始めさせていただきます。よろしくお願

いします。」 

後攻「よろしくお願いいたします。」 

先攻「あなた方の政策は、日本の環境問題を正確に捉えた素晴

らしい政策だと思います。その上で、いくつかの質疑と

提案をさせていただきます。まず、始めに皆さんの提案

は CO２を資源に変える、燃料に変えるということでしたが、もし、この世界でその政策が

行われていけば何十年か後には CO2 がなくなると思います。もし CO2 がなくなったら、ど

のように、その政策を続けていくのでしょうか。」 

後攻「この政策については、今回のテーマである「二酸化炭素を 80％減らす」ということに対する

問題なので、それがなくなることは我々のこの政策に出ている通りになります。」 

先攻「ありがとうございます。質問させていただきます。二酸化炭素からガソリンのようなものを

作ると言われましたが、200 バレルつくると言われましたが、それで世界中の自動車などを

走らせるために必要な量を補えるのでしょうか。」 

後攻「我々の政策としては、世界というよりは日本という規模での話で、化石燃料から炭素フリー

燃料に移行するっていう形で、毎日 2,000 バレル、足りない分は他の電力で補っていく考え

方です。」 
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先攻「ありがとうございます。あなた方の政策では、これから炭素、CO２を排出する場合に炭素税

のようなものをかけ、約 5,000 円まで引き上げていくと仰っていましたが、例えば、中小企

業などは火力発電などに今、頼っていますが、その中小企業などにとっては１トン当たり

5,000 円というのはとても厳しい数字なのではないでしょうか。」 

後攻「そのことを考慮して段階的に引き上げるっていう形を今取っていますが、やはりその企業に

とってきついところがあると思うのでその意見は参考にさせていただきます。」 

先攻「ありがとうございます。平野で水力発電を行う際に流れ込み式というのを採用すると、その

際に大型の物だとやはり少ないとはいえ自然環境への悪影響があると思います。そこで提案

なのですが私たちの政策でも使っているマイクロ水力発電なら最小限まで自然への悪影響

を抑えることができるのでこれを利用してみてはどうでしょうか。」 

後攻「ありがとうございます。参考にします。」 

先攻「質問です。具体的にどれくらいの GHG の削減が見込まれるのでしょうか。」 

後攻「我々としては、パリ協定の目安である 80％は確実に GHG の削減ができるっていう政策にな

ります。」 

先攻「炭素を作る時に空気と水と電力が必要と仰っていましたが、その電力は水力発電から使うと

いう解釈でよろしいのでしょうか。」 

後攻「はい。」 

先攻「解りました。」 

「水力発電で電力を賄うとのことでしたが、水力発電だけでこれに関するすべての電力を補う

ことが可能でしょうか。」 

後攻「さっき仰っていたように、再生可能エネルギーも用いてまた参考にしていきたいと思います。」 

先攻「カーボンリサイクルという技術は、2050 年までに日本中に普及させることは可能なのでし

ょうか。」 

後攻「先程も述べたように段階的に引き上げるということで、なるべく国民に負担がかからないよ

うな形で広く、我々は広めていこうと思っております。」 

先攻「その点に関してなんですが、広め方として広告などを使ってはどうでしょうか。」 

後攻「ありがとうございます。そちらを使わせていただきます。」 

先攻「あと、もう一つ提案なのですが、先程段階的に引き上げていくと仰いましたが、引き上げて

いても、どうしても足りない厳しい部分などがあったら、ある一定の基準を設けてそれより

も厳しい中小企業であったり、対応できない企業であったりしていたら・・・」 

（5 分経過、タイマー音） 

後攻「ありがとうございました。」 

先攻「ありがとうございました。」 

 

【司会】それでは５分間の準備時間をとってください。 
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【司会】時間になりました。それではステージ 5、後攻チームによる論点明示と政策の再提案、時

間は５分間です。始めてください。 

 

（５）後攻チームによる論点明示と政策の再提案 ～大分大学教育学部附属中学校～ ５分間 

後攻チームとして相手チームに先程の質疑・意見交換を基に

再提案を行います。よろしくお願いします。 

第一に我々の示した政策提案についての質疑意見交換を振

り返ります。第二にそれに基づいて重要な論点を示します。

第三に第二に述べた重要な論点をもとに最初の政策提案を

再提案します。 

第一に質疑・意見交換を振り返ります。我々の政策提案には

5 ヶ所の質疑・意見交換がありました。一つ目に CO2 を資源に変えることによって、CO2 がなく

なったらどうなるのかということに対して、それについては、この論題が実現できているというこ

とで非常にふさわしいことになるのですね。それと CO2 がなくなれば、また、火力発電でその CO2

を増やしていって、さらにカーボンニュートラルによってその CO2 を削減することによって循環

できるのです。この循環ということがその我々の政策の凄いメリットなのですよ。次に、二つ目に

ガソリンを作る時、車の量のガソリンを補えるのかということですけど、日本の中で 2,000 バレル

のエネルギーをカーボンニュートラルで補えるし、他は、再生可能エネルギーによって補えるので

その問題についても問題はありません。次に三つ目で、政策提案「カーボンリサイクル推進計画」

の確認として、どのぐらいの GHG が削減できるのかということに対して 80％の削減は可能です。

次に、これも政策提案の確認で炭素を作るときに空気と水と電力が必要ですが電力は水力発電によ

っています。四つ目は、2050 年までに可能なのかということに対してこれは、段階的に国民に迷

惑をかけずに行うことによって 2050年までにカーボンニュートラルによる政策は可能です。次に、

相手側さんから提案をもらったことで中小企業のことについて、また、広告を使うことについてな

どもこれから示していきたいと思います。これで第一の質疑・意見交換の振り返りを終わります。 

第二に重要な論点を明らかにします。第一でまとめた質疑・意見交換の内容から我々は次の３点を

克服することが議論となります。まず一つ目が CO2 からガソリンを作るのは、一日に 200 バレル

ですが、それで世界を賄えるのかというところで日本の中でするということでしたが、やはり我々

は世界中でやった方がいいと思いました。また、中小企業には 5,000 円は厳しいのではないかとい

う議論に対してです。カーボンリサイクルは普及するのが大切だと思いました。また、私たちは相

手側のチームのコンパクトシティを作ることはとても素晴らしいことだと思いましたので、これを

取り入れたいと思います。我々は、このカーボンリサイクルはコンパクトシティを進めるための中

継であると位置付けたいと思います。そのためには普及させることが一番です。では、どのように

して炭素フリーエネルギーを普及させるのでしょうか。まず、我々の当初の政策提案で作る炭素フ

リー燃料を作るには多くの費用がかかります。初期費用ですが、これは国債で賄えます。一度施設

を作ると原料には、ほとんどお金がかからないので炭素フリー燃料を作り、売買すると安く生産が

できるようになるにつれて大きな利益が出ます。この利益を開発援助や国債の返済、再生可能エネ

ルギーの開発にあてます。また、導入直後は経済が悪くなるかもしれませんが、長期的に見ると経

済は良くなります。しかし、そのためには安くする技術が必要です。そのために我々は多くの企業

に介入してもらうことが大切だと思いました。そこで、化石燃料の関税増加をパリ協定の長期目標
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2050 年までに毎年 1％ずつ行っていきます。また、その利益を開発援助としてあつかっていきま

す。こうすることによって企業は、高くなった資源から手を引き、可能性のある炭素フリー燃料へ

と移っていきます。そして競争でこの技術が向上します。また企業がからむようになるため広告な

どを使うと考えられます。よって、我々にも認知度が高くなってきます。また、炭素フリー燃料を

増やせば需要を増やさないといけません。では、どのようにして需要を増やすのでしょうか。そこ

で、我々は炭素フリー燃料還元制度を 2030 年までに設けたいと思います。これは、消費者に購入

した燃料の数％の料金を還元させます。これによって中小企業などは大きな打撃を受けないはずで

す。これは技術開発によって施設の製造により景気の急激な冷え込みを防ぎ、消費者に親近感を抱

かせて浸透させるために使っていきたいと思います。また、これによってできた炭素フリー燃料を

世界各国に輸出することによって日本は、新たな石油国となります。この石油は炭素フリー燃料で

あるため環境に害はありません。これを世界各国に売ることで技術が伝わり・・・。 

（5 分経過、タイマー音） 

 

【司会】先攻チームによる論点明示と政策の再提案、時間は５分間です。始めてください。 

 

（５）先攻チームによる論点明示と政策の再提案 ～宮崎西高等学校附属中学校～ ５分間 

先攻チームとして後攻チームとの質問・意見交換を活かして

政策の再提案を行います。よろしくお願いします。第一に先程

の政策提案についての質疑と意見交換について振り返ります。

第二に当初提案した政策を見直し、再提案をします。第一に質

問と意見交換について振り返ります。 

先程の政策提案についての質疑と意見交換では、8 点のご質問

と 1 点のご意見をいただきました。これについて重要な論点

についていくつか振り返ります。まず、アプリなどの広告についてです。テレビ CM やパンフレッ

トだけでなく、現在多くの人が利用しているインターネット、また、分かりやすい動画の作成など

により広めていこうと考えました。また、音力発電、圧電素子発電、マイクロ水力発電の発電量に

ついてですが音力発電については、東京の高速道路で東京 23 区の半分の電気を賄うことができま

す。また、圧電素子発電は、東京の駅一つで１日に 1,400kWh の発電ができます。また、マイクロ

水力発電では高い変換効率で安定しているため供給しやすいと考えています。コンパクトシティの

作り方についてですが、コンパクトシティは現在ある既に人が密集している地域または旧役場付近

などに作り、一定の人口密度を保つことでコンパクトシティの形成をしようと思っています。また、

地方に現在住んでいる人々についてですが、人のコンパクトシティへの移住は強制ではなく、長期

的に行っていくこととし、また、林業や農業などをされている方々は、農村部への移住もできると

します。これにより長期的にコンパクトシティの形成が実現可能となります。次にコンパクトシテ

ィの形成や省エネルギーのコストについてです。このコストは、都市再生特別措置法というところ

から予算が出るので、それで賄うことができます。また、火力発電を全て再生化のエネルギーにで

きるのかということですが、WWF より再生可能エネルギーで賄うことは十分に可能だと言われて

います。また、これから日本は人口が減少していき技術も発展されていくと考えられるので、火力

発電を全て再生可能エネルギーで賄うことは可能だと考えられます。 

第二に重要な論点に応じて当初提案した政策を見直し再提案します。この政策は大きく二つの柱に
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分けることができます。一つ目の柱であるエネルギーの自給自足を可能としたコンパクトシティの

形成、二つ目の柱である有効的な郊外の土地利用です。これらの政策を行うことで、エネルギー転

換部門・産業部門・運輸部門・家庭部門の計 88.4％の CO2 削減が可能となります。それでは、ま

ずコンパクトシティについて説明します。コンパクトシティは各都道府県の主要都市などの人口が

多い場所に国が設置します。先程も言ったように、国がその予算を出すということにします。また、

コンパクトシティに移住したくないという理由がある人もいると考えました。そこで私たちは、そ

のような人達もこのコンパクトシティに移住したいと思うようなメリットを作らなければならな

いと思い、例えば、大型ショッピングモールなどを設置しようと考えました。また、エコバスの利

用を促すためのアプリや IC カードなどを導入すると言いましたが、それだけでは多くの人にこの

アプリや IC カードは知られないと思ったので、このアプリや IC カードをより多くの人に知っても

らうために CM やパンフレットだけではなく、インターネットなどを活用したいと思います。さら

に、都内などに設置する音力発電は東京の高速道路に設置すると東京 23 区の電力を賄い、また圧

電素子発電は、一歩で 7W の発電ができるため、コンパクトシティ内のすべてのエネルギーを補え

ると考えました。以上のような政策を行なっていくことで、すべての国民に関係のある「まちづく

り」をという観点から、GHG 削減に取り組めます。 

最後に皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

（5 分経過、タイマー音） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

22 

 

 

〈中学の部〉結果発表と講評  審判員：田邊 未来 氏 

それでは、中学の部の決勝戦の発表と講評をさせていた

だきます。素晴らしい試合をした二チームの戦いとなって

非常に拮抗した試合となりました。それで、試合の結果と

いうのも私も実際試合を「これはどっちが勝ったのかすご

く判断が難しいな」と思って聞いていて、実際に票を開け

てみると分かれておりました。本当にどちらが勝ってもほ

ぼ変わりないと言うか、非常に僅差だったということを御

理解頂ければと思います。先程の省エネトークセッションでも専門家二人にお褒めの言葉をいただ

いたように、国が実際に行なっている政策のような非常に具体性のある難しい問題を調べて提案を

してくれました。 

具体的には、先行の宮崎西高校附属中学校の皆さんは「コンパクトで叶えるビックな未来」とい

うテーマで具体的には都市機能の集約と有効な郊外の土地利用を挙げてくれました。後攻の大分大

学教育学部附属中学校の皆さんは「カーボンリサイクルの推進政策」ということで、大気中から CO2

を回収して、それからガソリンを作れるっていうような政策を提案してくれました。どちらも非常

に詳しく調べられていて、高度な内容だったためにそれに対して説明も非常に複雑になっていたと

思います。端的に言いますと先攻の宮崎西附属中学校の皆さんは、どちらかといえば、今ある技術

を組み合わせて有効に機能させようというような内容だったと思います。今ある技術を使う場合は、

やはり「効果に限りがあるというかそれを使ってどれだけ CO2 を減らせるのか」というような質

問が後攻チームからも意見交換・質問のところで多かったように思います。反対に後攻チームの皆

さんは、今はまだない夢の技術を使ってたくさん CO2 を減らしていこうというような内容でした

ので「本当に実現できるのか」というような意見質問が多く出たと思います。ここのところを両者

「どれぐらい減らせるのか」また「本当に実行できるのか」というところを説明して説得するとい

うところが難しい問題だったと思います。実際に「本当にできるのか」という技術面の問題とそれ

を実現するのに「どれだけお金がかかるのか」「それは集められるのか」というお金の話はとても大

事で、どっちが欠けても実行できないと思うのですね。そこのところの国の政策として、よりどち

らが説得できたっていうところが勝敗の分かれ目になったかなと思いますが、それがどちらも拮抗

していたのですごく判断というかどちらに投票するかというのが、おそらく聞いた皆さんは難しい

試合だったのではないかなと思います。また、言いたいことがたくさんあっても時間が有限で凄く

難しいですね、限られた時間の中で話すのが。それをスピーチされた中学生の皆さんは凄く立派だ

ったと思います。ということで結果をお伝えしたいと思いますが、まず、試合評価の方から先に発

表させていただきます。試合評価を 25 名の方に投票いただきましたので平均値でのお伝えになる

のですが、試合評価は 4.25 点となりました。平均が 3 ですから素晴らしい評価だったと思います。

そして得票数ですが非常に拮抗しまして先行チーム宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校の皆さん

が 13 票、後攻の大分大学教育学部附属中学校の皆さんが 12 票の獲得となりましたので、優勝は

宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校の皆さんとなりました。 
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〈高校の部〉決勝戦の記録 

 

【先攻】山口：学校法人宇部学園慶進高等学校 

【後攻】熊本：学校法人熊本マリスト学園 

熊本マリスト学園高等学校  

 

森田 洋明 氏（審判員）の司会で試合開始 

【司会】ステージ１、先攻チームによる政策提案、時間は５分間です。始めてください。 

 

（１）先攻チームによる政策提案 ～慶進高等学校～ ５分間 

 

始めます。第一に理想とする未来、第二に政策の内容、第三に政

策の強みをお話しします。 

第一に、私達の理想とする未来は CO2 のポイ捨てに「No!」で

す。突然ですが皆さん。CO2 はゴミです。しかも、地球環境にと

って有害なゴミです。では、今あなたは、CO2 というゴミをどう

処理していますか。きっと「大気にそのまま排出しているでしょ

う」ですが、よく考えてみて下さい。それはポイ捨てです。私た

ちはゴミを外にばらまいているのです。一方、家庭で発生するゴ

ミはどうしていますか。基本的には分別し、決められた日にごみ捨てステーションに持っていき、

市・行政などがこれを回収して処理します。では CO2 を分別して家庭ごみのように回収すること

はできないのでしょうか。こう語っている以上できないはずはありません。膜分離という技術を用

いればあらゆる排ガスから CO2 のみをキャッチすることができます。CO2 のみが膜にキャッチさ

れ、他の物質は従来のように外に逃げます。ご存知の通り、排ガスは車の排気口や工場、火力発電

の煙突から出ます。そこで「排気口や煙突にこの分離膜を取り付けたタンクを設置し CO2 を回収

する」そんな政策を提案します。イメージはこの図です。ここで集まった CO2 の活用法について述

べます。集められた CO2 に人工光合成というプロセスを講じます。人工光合成について軽く紹介

します。まず、水を半導体光触媒という物質に通し日光をあてます。これにより水（H2O）が水素

（H2）と酸素（O2）に分離されます。こうして水（H2O）から得られた H2 と CO2 からえられた

Ｃを反応させると酸素とオレフィンという素材ができます。このオレフィンは私たちに身近なレジ

袋やポリラップの原料となりラップや袋を製造する会社にとっては石油に変わる価値のある原料

です。この人工光合成というプロセスにより、環境に有害な CO2 を無害化するどころか資源とし

て再利用できるのです。 

第二に政策を 2 点にわけて述べます。 

Ａ）「技術開発：CO2 回収タンクの開発」 

分離膜は現在も実用化されており、理論上はこのタンクを作れます。しかし、大量の気体の CO2 を

どのようにしてタンク内に保存するのかは難しい問題です。それらを研究する企業や大学に国から

研究費を出します。 

Ｂ）「CO2 回収部門」 
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前述の CO2 のみを回収する分離膜付きのタンクを工場や火力発電の煙突および自動車の排気口に

設定します。イメージがこの図です。車に関しては、自動車メーカーに対して法令で新車を製造・

販売する際にはその車にタンクの設置を義務付けます。工場や発電所については煙突などの排ガス

が出る部分にタンクを設置することを義務付けます。このようにして CO2 をタンクに集めます。 

次にタンク内の CO2 の行方について。自動車についてはタンク

からそこに集まった CO2 を吸引する設備が必要です。そこで、

ガソリンスタンドに CO2 を各自動車のタンクからホースをつな

ぐことで吸引する設備を設置します。イメージはこの図です。

CO2 をタンクからホースをつなぎ吸引してくれたドライバーに

はガソリン代を少し値引きします。そして、先程「CO2 は人工光

合成によりラップを作る企業には貴重な資源」と述べました。つ

まり CO2 がなって変わったオレフィンをラップなどに加工する彼らは買い取ってくれるのです。

よって、各車から集まった CO2 はガソリンスタンドが売り込めばいいのです。実際に今でも廃品

回収などで集まったアルミ缶を資源として買い取る会社がありますよね。それと同じです。同様に

工場や発電所も自分たちのところで集まった CO2 をラップやレジ袋の加工業者に売ることができ

るのです。こうすれば一見、負担である CO2 回収が全員に有益な Win-Win なものになります。 

第三に政策の意義について。この政策の強みは汎用性です。CO2 がどのプロセスで発生しようと回

収して人工光合成行えば大気に排出されずに済むことです。例として車と工場や発電所を挙げまし

たが他の CO2 発生源にも同様のプロセスで対処可能です。したがって、理論上は大気に出る CO2

を 100％抑えることも可能です。 

最後にもう一度。私達の理想とする未来は CO2 のポイ捨てに「No!」です。これで終わります。御

清聴ありがとうございました。 

 

【司会】ステージ２、先攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換です。時間は５分間、

始めてください。 

 

（２）先攻チーム（慶進高等学校）の提案する政策についての質疑と意見交換 ５分間 

後攻「それでは始めていきます。お願いします。」 

先攻「お願いします。」 

後攻「まず、この政策は、今、有害な CO2 を新しく形を変えて使いやすいもの変えていこうという 

話しで間違いないですか。」 

先攻「はい。間違いありません。」 

後攻「ありがとうございます。ここで人工光合成という方法がありますが、現状でも行われていま 

すか。」 

先攻「現状も人工光合成をすることはできます。」 

後攻「なるほど。では現状も人工光合成をすることで酸素や

オレフィンというものを作りだすことができるって

いうことですよね。」 

先攻「そうです。」 

後攻「では何で袋やラップをつくるのに現状は石油を使って

いるのですか。」 
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先攻「それは石油の方が効率よく機械を動かすことができる、エネルギー効率が良いのです。」 

後攻「ありがとうございます。質疑をしていきますが工場と車に設置するとのことでした。この費

用は誰が負担するのですか。」 

先攻「膜分離の設置は企業側が持ちます。でも、補助金などを国から出していこうと思います。」 

後攻「車は誰が設置するのですか。」 

先攻「車は、新車を製造するメーカーが、CO2 タンクが出来上がった際に、新たに、CO2 タンクを

取り付けた状態で販売するということです。」 

後攻「なるほど。今ある旧車はつけないということですか。」 

先攻「旧車にはつけない方向で考えていますが、つけたいなとは思っています。」 

後攻「提案させていただきたいのですが、是非とも今ある旧車にもとりつけるべきだと考えるので

お願いいたします。」  

後攻「今回言われていた工場等に設置するのは義務でしょうか。それとも、設置したい会社は設置

してもいいよということでしょうか。」 

先攻「今回は義務化を行います。」 

後攻「わかりました。」 

後攻「本当に広がるのでしょうか。」 

先攻「それは、企業が実際に義務化されたことに取り組むとのことでしょうか。」 

後攻「はい、そうです。」 

先攻「義務化されてタンクの設置まで行いますし、もう一つ、先程、できた CO2 をラップやレジ袋

を作る会社が回収し買い取る話しをしました。ですから自社の工場の煙突等から発生した

CO2 を売り込むという形でインセンティブはあると思います。」 

後攻「わかりました。」 

後攻「もう一度聞きたいのですが、さきほど石油の方が安価や使いやすいといわれていましたが、

オレフィンとかわざわざ買い取ったりするのでしょうか。」 

先攻「例えば、分野は違いますがフェアトレードのように買い取る事が良いように感じてくれば余

裕があり先進的な企業から取り組んでいくと考えます。」 

後攻「政策 A の技術開発で CO2 の保存は難しいので研究を援助していくとのことでしたが、現在、

研究している人はいるのですか。」 

先攻「現状、研究している人はいます。膜分離の技術をつかった CCS（Carbon Dioxide Capture 

and Storage：二酸化炭素回収貯留）という CO2 を地中に埋めるという取り組みがあります 

が、それが熊本県と北海道でおこなわれつつあります。」 

後攻「そうですか。わかりました。ありがとうございます。」 

後攻「車につけるとのことでしたが実際にコストはどのくらいかかるのですか。」 

先攻「まだ、具体的な数字はでていませし、値段をだすことはできません。」 

後攻「車につけるとの事ですね。今でも車は 300 万円とか 500 万円とか結構高いと思います。さ

らにタンクをつけるとかなり高額になって、国民にとって車を買うのも大変な状況になると

考えられないでしょうか。」 

先攻「タンクをつける企業に対して国が補助金等をつければよいかと思います。」 

（５分経過、タイマー音） 

後攻「ありがとうございました。」 

先攻「ありがとうございました。」 
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【司会】ステージ３、後攻チームによる政策提案、時間は５分間です。始めてください。 

 

（３）後攻チームによる政策提案 ～熊本マリスト学園高等学校～ ５分間 

後攻チームとして政策提案を行ないます。 

第一に政策提案を必要とする社会的問題の現状分析を述べま

す。現在、地球温暖化が深刻化しています。大きな要因として

CO2 の増加が挙げられます。地球温暖化により内陸部の乾燥化

の進行、熱帯地域での台風洪水などの被害の増加が起こり、

人々や生態系に様々な被害を及ぼしています。 

第二にその問題を解決するための政策を支える理念や価値観

を述べます。政府は 2050 年までに 80％の CO2 削減という極めて高い目標を掲げており、従来の

省エネの取り組みの延長では間に合いません。CO2 の大幅な削減、地球温暖化の抑制のためには

CO2 排出を削減するだけではなく、排出した CO2 の処理方法自体を見直し、エネルギーサイクル

の仕組みを根本的に考え直す必要があります。また、現在の経済活動の水準を落とすことなく、省

エネできる政策であることを重要視します。 

第三に具体的に政策を主張します。政策名は「CO2 リサイクルシステム」です。 

政策１、CO2 を超臨界状態にする装置を火力発電所に設置します。超臨界状態とは臨界点を超えた

圧力・温度の状態のことで、気体と液体の中間的な性質を持っています。この装置を株式会社 JERA

が所有する関東中部の 26 か所の火力発電所に優先的に取り付け、徐々に拡大していき、最終的に

は全国の火力発電所に取り付けます。火力発電で排出される CO2 を超臨界状態にする仕組みを説

明します。現在、火力発電所では石炭などを燃焼して発生する CO2 を含む、水蒸気でタービンを回

転させて発電しています。ここに超臨界装置を設置し、燃焼によって排出された水蒸気を冷却し、

水分を分離した後、高圧ポンプで圧縮します。これにより CO2 は超臨界状態となります。 

政策２、政策１で作成された超臨界 CO2 を衣料品や皮革製品を取り扱う企業、コーヒーなど飲料

水を販売する企業、創薬・薬品開発機関などを中心に販売します。その売上はこの政策を普及する

ための資金に回します。 

第四に、この政策を実行することで生まれる効果について述べます。 

（１）CO2 削減。この政策は CO2 削減に大きく貢献します。この政策によって削減される CO2 の

量を算出します。以下の数値は全て 2017 年度のものです。発電の際に排出される CO2 は、４億

9,100 万トンで、そのうち火力発電が占める割合は 31.7％ですから、火力発電によって約３億

9,280 万トンの CO2 が排出されています。また現在、株式会社 JERA が日本の火力発電の 33％を

占めています。つまり私たちの政策の導入により１億 9,000 万トンの CO2 排出の削減に成功しま

す。日本は年間 CO2 排出量を 2050 年までに 80％、約２億トンの削減を目標にしています。です

からこの政策により CO2 の大幅削減が可能です。 

（２）超臨界 CO2 の環境適合。超臨界 CO2 の用途は様々です。トマトからのリコピン抽出、各種

生薬からの有効成分抽出、コーヒー豆からのカフェイン除去、乾燥の必要のないドライクリーニン

グ、繊維への染色など、さまざまな場面で利用できます。現在、超臨界 CO2 は自然界に存在する

CO2 を材料として使用するため、人や環境に優しい技術として注目を浴びています。実際グローバ

ル企業のナイキやアディダスが採用しています。実際、ナイキが超臨界 CO2 を利用している例を

挙げます。超臨界 CO2 は液体のように密度が高いため、合成物を分解しやすい繊維に着くと膨張
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剤のような働きをします。ですから繊維の入った機械に染料と超臨界 CO2 を入れることで、染料

が繊維の分子内部まで深く浸透します。通常の染色時には大量の水や有害な化学物質を使用します

が、超臨界 CO2 を用いることで通常の染色には欠かせない廃水処理や乾燥作業が不要となり、エ

ネルギー消費量が削減でき、水の汚染も防げます。超臨界 CO2 自体が安全で環境に優しいのです。

他にもスターバックスなどの大手企業も超臨界 CO2 を利用して、カフェイン除去していますし、

カフェインレスのコーヒーなど今注目を集めていますから、超臨界 CO2 には需要があります。 

これで終わります。ありがとうございました。 

 

【司会】ステージ 4、後攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換です。時間は５分間、

始めてください。 

 

（４）後攻チーム熊本マリスト学園高等学校）の 

提案する政策についての質疑と意見交換 ５分間 

先攻「よろしくお願いします。」 

後攻「お願いします。」 

先攻「２回目お願いします。」 

後攻「お願いします。」 

先攻「皆さん 2 回目の決勝戦ですので、先ほどより 

もさらに深掘りして、良い議論ができるよう 

に頑張りたいと思います。」 

後攻「よろしくお願いします。」 

先攻「では、まず議論の確認をしていきたいと思います。」 

後攻「はい」 

先攻「まず、社会的な問題として CO2 が増えているのが地球温暖化の原因であると。そして 2050 

年までに 80％削減をしていくには今までの延長線ではなくて、CO2 を少なくする、そうで

はない、CO2 自体をとってそれを再利用していくべきではないかということですね。そのた

めに政策として、火力発電に超臨界状態というのをつける。もう一つの政策がその超臨界で

集めた CO2 を使って医薬品、薬品、コーヒーなどで使用していくということでしょうか。」 

後攻「はい。」 

先攻「それでは CO2 リサイクルシステムについて尋ねたいのですが、超臨界状態にして火力発電

所に取り付けるのですか。」 

後攻「はい。火力発電所に取り付けます。」 

先攻「それを取り付けるときにはどのくらいお金がかかりますか。」 

後攻「超臨界装置は皆さんが「ん？」と思われる方が多いように少しマイナーもので今は普及率も

あまりないので最低でも１台１億円はかかります。でも、これからは研究や普及がどんどん

進んでいくので普通に取り付けられる環境になっていくと思います。それでも、まだ高いか

もしれませんので国からの補助金として地球温暖化温室効果ガスを削減する策ならばこれ

だけ補助するよという予算が組まれているので、これは対象になると思うので運営していこ

うと思っています。」 

先攻「わかりました。ありがとうございます。」 

後攻「ありがとうございます。」 
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先攻「超臨界を使うことについてもう少し聞いていきたいのですが、イメージしてみましたが、超

臨界で CO2 を集めて、それをカフェイン除去などに利用するじゃないですか。利用した後

の CO2 はどこにいくのですか。」 

後攻「CO2 は、普通の CO2 ではなく超臨界 CO2 は、拡散性があり溶解性も高いので、すぐに繊維

などに浸透し染色などに可能になると述べましたが、それはすぐに CO2 に戻るのではなく

何度も何度も繰り返し使用ができるのです。なので、行方としては何度も何度も利用できる

という回答になります。」 

先攻「例えば、今、工場とかものすごく煙をだしています。CO2 をいっぱいためるのではなく、そ

の CO2 をどこにもっていくのか、今、放射能のものでそれをどこに置くのはという問題が

ありますが、同じように CO2 がたまって置く場所がなく増える一方だと思います。再提案

で「CO2 自体がなくなる」「置き場所に困らない」をしていただければと思います。」 

後攻「工場ともくもく上がっているその煙を考えてみて欲しいとのことですか。」 

先攻「CO2 がどんどんたまっていくので、それだと置き場所にこまるのでそのところをもう少し考

えていただければと思います。」 

後攻「わかりました。ありがとうございます。」 

先攻「超臨界装置は素晴らしい技術と思いますが小型化はできますか。」 

後攻「理論上でも述べていますが、圧力と温度を変えないといけません。小型化して、かつ、そこ

にとどめておくとなると今は技術的に考えにくいかなと思います。私たちが考えているのは

2050 年までにという期間が設けていられている中で 80％という莫大な数字を削減しない

といけないとの事なので小型化は視野にはいれにくくなっています。」 

先攻「是非、視野にいれて全体的に CO2 削減が広がるように小型化も考えていただければと思い

ます。お願いします。また、コーヒーとかに使うということでしたが、これは企業というこ

とですが、それ以外に広がることはないでしょうか。」 

後攻「普及はしていないと思います。ただ、注目している企業は沢山あると色々な資料を見ていく

中で思います。」 

（5 分前経過、タイマー音） 

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。」 

 

【司会】それでは５分間の準備時間をとってください。 
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【司会】時間になりました。それではステージ 5、後攻チームによる論点明示と政策の再提案、時

間は５分間です。始めてください。 

 

（５）後攻チームによる論点明示と政策の再提案 ～熊本マリスト学園高等学校～ ５分間 

始めます。我々の政策をもう一度確認してください。まず、CO2

を超臨界状態にする装置を26 カ所に最低につけるという話を

していました。その上でどんどんどんどんつける箇所を拡大し

ていき、最終的には全火力発電所につけるというのが、我々の

最初の提案です。しかも、その CO2 を超臨界状態にしたら、

今、現状、環境に害をもたらす CO2 が無害化されてかつ、今、

汚水が発生し排水の処理問題とか言う染色も超臨界 CO2 を使

うことによって、その問題さえも解決できる。超臨界 CO2 自体が環境や人にやさしいという話を

しています。ですからこの超臨界 CO2 の政策というのは素晴らしいという話です。 

次に、価値観を見ていきたいのですけど、先攻チームも後攻チームもどちらも今、害がある CO2、

先行チームは「ポイ捨て」という表現をしていましたけど、これをせずに、我々はリサイクルをし

ていこうという話をしているので我々は理想とする未来は一緒なのですよ。どちらがより実現しや

すいのかとかいう話しを詳しく見ていきたいと思います。そのうえで意見交換の方を見ていきたい

と思います。 

非常にたくさん、我々のためになる意見を頂いたと思います。2 点ほどありました。1 点目が小型

化したらという話がありました。現状、超臨界 CO2 にするということ自体は今の技術ですのでこれ

をする装置をどんどん小さくなっていくっていうのは 2050年までに研究をどんどん進めていけば

あり得ることです。しかもそれがどんどん進むように、先ほど先行チームの方々が提案の中で仰っ

ていらっしゃったように、そういう研究する時には費用を出していくっていうお話があったと思う

ので、そこを我々も取り入れていってどんどんその研究が進んでいって小型化されて汎用的になる

ような状態を我々も作っていこうと思います。 

我々の結論は政策提案で当初の時に言ったように、火力発電所には全部付きますから少なくとも 2

億トンというのは絶対に減ります。それは確実ですし、最低でも 2 億トンです、26 ヶ所付けたら

2 億トンです。これは、我々が算出しています。ここはより具体的に我々の方が説明できたなとい

う部分です。その上で「コストが色々掛かるのではないかな」という話があったと思います。それ

は、我々の政策提案でもネックだった場所なのでより良い意見をいただけて良かったと思います。 

その点で「補助金というものがどんどん出るのではないか」という話をしていたのですけど補助金

にも限りがあると思います。その上で我々は、政策提案の 2 点目で述べているように、超臨界 CO2

で作った製品をどんどん買うと売り上げが出ます。その売り上げは政策を普及させる資金に回すと

いう話をしています。ですから、その資金がどんどん増えるように、その製品をよりよく買っても

らえるように、我々はそこに得点を付けたいと思います。より消費者が超臨界 CO2 システムに参

加できるような仕組みを作り、どんどんそこで市場を回していく。そうすることによってそのコス

トの部分が意見交換前よりもより良くなったと思います。実現可能性ってどうなのかという話しで

すが、コストは大丈夫です。今、説明した通りです。実際にこの政策自体が実現可能なのかという

部分ですけど、超臨界 CO2 は先程言った通り、今ある技術です。それを火力発電所、今あるものに

対して設置する。そうすることによってどんどんつけるだけ CO2 というものが 2 億トン確実に減
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ります。これは目標に掲げていたことじゃないですか。我々は、特に行動を実際にしなかったとし

てもどんどん減っていく。その上でエコポイントとかで超臨界 CO2 とかに参加していき意識を高

めることによって我々の意識まで向上していく。また小型化されることによって全部の CO2 が超

臨界状態になってより良くなっていく話。これ自体が大きく残るという感じですね。これを踏まえ

た上で、より企業が取り組みたくなる政策は、先攻チームと後攻チームどちらだろうという部分を

見てください。超臨界システムは、もう現状でもとても注目されていて、ナイキとかアディダスと

かスターバックスとかいろんな部分で企業に注目されているという現状がある。ですからこれから

もどんどん製品の需要は高まります。企業は、よりその超臨界システムというものを買いたくなる。

しかも 2050 年までに開発が進むのは先攻・後攻どちらかという話しです。今、現状あるシステム

自体に関しては我々の方がありますし、しかも私たちはその技術の応用な訳ですから、より国が補

助金を出してくれるのは後攻チームの方です。以上です。終わります。 

 

【司会】先攻チームによる論点明示と政策の再提案、時間は５分間です。始めてください。 

 

（５）先攻チームによる論点明示と政策の再提案 ～慶進高等学校～ ５分間 

先程の政策提案と後攻側との意見交換を通して再提案を行お

うと思います。まず大きな議論となったのは大きく分けて二つ

あると思います。１点目が旧車にはタンクの取り付けどうする

のという話し。２点目が今、現状では石油の方がよく使われて

いるわけですが、だからオレフィンは使っていくのと言う話が

ございました。これに対してそれぞれ再提案をしていこうと思

います。 

まず１点目、旧車にはタンクの取り付けをどうするのか。我々

は、車を車検にだしたときにまだタンクがついていない車はタンクの設置をすることにしました。

車検はどんな車でもしますし、だから中長期的に見まして、長い目でみた時にどんどん全ての車に

タンクがついていくというものです。だからタンクは全ての車につくようになります。 

2 点目、「オレフィンは本当に使っていくの？」私たちはこれを提案します。国がオレフィンでレジ

袋を作っていきます。オレフィンを積極的に使っていきます。例えばなんですけど今、レジ袋は有

料化されていますよね。皆さん、ちょっとマイバックを持って行こうと思ったりしませんか。この

ように国が先導となってオレフィンのレジ袋を作る。そして売り出していくという世の中を構築し

ていこうと思っています。実際にレジ袋のことですが、国がレジ袋を確実に１円以上で売り出され

ると。ある一定の法律的な権限を持っているので、実際にそれにあわせて国というものはレジ袋な

どを作っていけたらと思います。では、私たちの政策と相手側さんの政策をみていこうと思います。

先ほど、後攻チームさんがきれいにまとめてくださったのですが、もう一度確認すると、私たちの

共通見解として、まず今環境問題は、温室効果ガスを原因として起きている、そうであった時に温

室効果ガスの大気へ排出するのを削減する、これは急務だ。これは、共通認識です。その方法とし

て CO2 の排出量を減らすのではなくて、即回収してしまおう。発生してしまう CO2 を、CO2 の発

生を防ぐのではなくて、CO2 が発生したのを回収してしまおう、ここも共通認識です。で、私たち

と後攻チームさんの差は何なのか。それは、回収した CO2 の行方です。 

私たちは共通の問題を二つ抱えています。一つ目、技術の問題。これに関しては、まず後攻チーム

さんは、既に CO2 を超臨界状態にすることができるので、より分があると仰っていたと思うので
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すが、私個人的にはそこまで優劣がつかないと思っています。私たちが最初に言ったように、まず

分離膜の技術というのは、現在、地中貯留プロジェクトでも使われていますし、ホームセンター等

で少し高価ですが既に売られています。また人工光合成についても住友化学の子会社で実際に取り

組んでいるといった実績があります。そして、これは世界の中でも、日本が秀でている部分であり

ます。となった時に、お互いは技術に関して改良していかなければならない。理論上できるけど、

よりよい効率化の波に改良していかなければならない。という点がありますので、技術の点でそん

なには優劣がつくことはないのかなと思います。そしてお金は、これに関しては結構かかるので。

お互い補助金とかで補うので優劣がつかないと思いますけど、私は、これに関しては、お金になる

というのは実はバイオセルだけではないのではないかと思います。というのも、私が先ほど少し言

った通り、実際に日本は技術的にリードしています。しかもお隣の国とか、東南アジアとか、現在

工業化が進歩する段階で、モクモクと日本以上に CO2 を出しているところがあります。実際に自

国の環境が悪くなっているので、CO2 を回収する技術、まさにそれが資源として生まれ変わる。そ

のような技術なら確実に欲しがるはずです。そのため海外にどんどん技術を輸出していくことがで

きます。日本がリードしているから、技術を輸出していくことができます。そういう面で最終的に

還ってくる部分があるので、お互いにとってお金の部分はマイナスではないのかなと思っています。 

では、比較に入ります。まず私たちは政策の強みとして、ひとつ循環というのがあると思います。

私たちが産業や車に乗るときに CO2 を排出してしまいました。それを回収してオレフィンになり

ました。そのオレフィンのビニール袋を焼却処分して、CO2 になりました。それがまた CO2 から

オレフィンになりました。こういう部分で循環というのが私たちの強みです。一番の強みは汎用性

です。というのも、相手側さんの装置というのは、超臨界を流体させる装置というのは、実際彼ら

も小型化が厳しいと言いました。温度を下げたり、圧力を下げたり。私も聞いた時は、理科室にあ

る大きな装置を想像してしまいました。福岡工業大学さんにご提案したいでしょう。彼らは、実際

小型化が難しいと言いました。私たちは CO2 を回収するタンクをつけていこうという話です。そ

れなら、実際に車とかでもできるので、確実に車、工場、発電所でできます。後攻チームさんは発

電所で２億トン担保されていると仰っていましたが、私たちも発電所もやります。工場もやります。

車もやります。80％どころか全ての CO2 排出に対応できる。CO2 排出に対応できる量というのは、

私たちが上回っています。 

（5 分前経過、タイマー音） 

ありがとうございました。 
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〈高校の部〉結果発表と講評 審判員：森田 洋明 氏 

高校の試合の講評を始めさせていただきます。予選もこの組

み合わせで戦っている２チームです。予選の時には、慶進高校と

マリスト高校の試合は試合評価 5 点と高い評価を獲得していま

す。決勝戦は、先攻後攻入れ変わっても、なお、さらに良い試合

をということでかなりレベルの高い内容だったと思います。 

先攻チームの政策の内容は、工場や車の排気する CO2 を分離

回収し、オレフィンという化合物、それはラップや袋の原料となるのですが、そこに活用していこ

うというものでした。一方、後攻チームは、火力発電です。CO2 を大量に出している火力発電に対

して、CO2 を回収するというところまでは先攻チームと同じかなと思いますが、それを超臨界状態

にすることで活用先が増えると。例えば、「リコピンを抽出する」「薬の有効成分を抽出する」「コー

ヒーからカフェインを抜き取ってしまう」「ドライクリーニングに使う」など実際に活用先もある

ということでした。 

この試合は、やはり前段となる現状分析、両チームとも改めて、今、我々が置かれている地球の

状況を再認識させてもらえる内容だったと思います。特に、「CO2 をポイ捨てしている」という言

葉がありましたが、そこに対して私自身「はっとさせられた」部分があります。私、車メーカーに

勤めておりますので、「CO2 の使い方、化石燃料の使い方、エネルギーの使い方というのは他人ご

とではないな」と改めて痛感しました。そして、後攻チームから話があった通り「エコ、エコ」と

言うだけではなく、やはり、「持続可能な社会」というのも大事だということを決勝戦の中で痛感し

た次第です。ディベートとしては、両チームともかなり共通している部分が多かったので、そこを

きちんと整理し、「ここまでは共通です」「ここから先、どこからが違います」と言うところをはっ

きりと明示してもらった事が両チームともかなり上手いポイントだったと思います。そして、再提

案の中で、最後に比較するポイントも提示してくれていて、とてもいい議論だったこともポイント

の一つかと思います。こちらから一つだけ提案をするのであれば、再提案のところで「なぜ、その

価値の方が大事なのか」そのポイントを改めて示してもらえることで、審判をしている聴衆の心を

より引き付けることができたのではないかなと考えます。 

この試合も結果としては分かれており、先攻に投票された方々の理由を推察してみます。例えば、

両チームの政策で回収できる CO2 の量や循環先、今回、オレフィンにしてさらに燃やしたとして

も CO2 をまた回収し循環していくという話がありました。後攻チームの超臨界 CO2、使った先は

どこに行くのだろうっていう話も意見交換の場ではあったかと思います。そういった部分が先攻に

投票した方々の投票ポイントだったのかと思います。一方、後攻に投票された方々の投票理由のポ

イントを推察すると、実際に超臨界 CO2 を使いたいニーズがあるというところも評価のポイント

だと思いますし、あとは、実際の削減量を明確にしていたというところもかなり評価としては高い

所ではないかなと思います。やはり人を説得する時には、そのイメージをいかに伝えるかというの

が重要になります。どれくらいの効果があるのか具体的に伝える、そして、政策の中で難しい技術

が出てきましたので、それをいかにわかりやすくイメージできるように伝えるかが勝負の分かれ目

だったのではないかなと思います。 

それでは結果をお伝えいたします。試合評価、平均しますと 4.28。チーム評価、先攻チームに

51 票、後攻チームに 24 票ということで優勝は慶進高校の皆さんです。 
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～「みんなで話し合おうエネルギーの未来」～ 

 

講師：株式会社西日本エネルギー管理総合研究所 代表取締役社長 藤原 洋記 氏 

消費生活アドバイザー／環境カウンセラー 林 真実 氏 

 

司会 田本正一氏 

 それでは、省エネトークセッションのコーナーになりま

す。ここでは、西日本エネルギー管理総合研究所の藤原さ

ん、消費生活アドバイザーの林さんのリードで参加校から

提案された政策を基にして、会場と一体となってエネルギ

ー政策を語っていただきます。一体となるので、皆さんか

らの積極的なご発言を待っております。どうぞよろしくお

願いします。それでは、藤原さん、林さんよろしくお願い

いたします。 

 

 

林：皆さん、こんにちは。今日は朝から大変素晴らしい白

熱した試合を見せていただいて、誠にありがとうございま

した。これから省エネトークセッションということで、毎

回恒例ですけれども、藤原さんと私、林で進めさせていた

だきます。このセッションは、もともとは、講演会だった

のです。午前中と午後の試合が終わって、その後に１時間、

エネルギー政策について、こちらの檀上から一方的に皆さ

んに語るという学習講演会というのがスタートでした。私

もそこで講師を何度かさせていただいていたのですが、一方的にしゃべるのでは、せっかく試合で

皆さんがいろいろな提案をされているのに、決勝戦は見られても、決勝戦以外は何もわからないま

ま帰ってしまうのは、とてももったいないなと思っていたのでした。それで、ぜひともこの場で皆

さんがどんな提案をされたのか、それに関して私たちが、それぞれの立場から講評を交えながら、

わからないことは、こちらから皆さんに聞いたり、皆さんから逆にこちら側に質問をいただいたり、

会場全体でセッションをしていきたいな、そういう時間を作りたいなということで、こういう形に

して、今年で 3 年目になります。なので、急にここから振ったりしますので、覚悟してくださいね。

よろしくお願いいたします。 

それでは、前置きが長くなりましたけど、藤原さん、今日の試合をご覧になっていかがでしたか？ 

藤原：工場の省エネや合理化、自動化のコンサルをしている藤原です。試合をみて、皆さんが提案

した数々の意見に驚きました。それは、工場などのコンサルにおいて感じる大人たちと、今日の皆

さんの熱意と意見の相違です。省エネに対して未来を思う皆さんのように、大人は真剣に考えてい

る人は少ないのではないかと思いました。 

今日、皆さんが提案した内容は、炭酸ガスを減少させることについて普通の大人が不可能と考える

ことを皆さんは「できる」ということで様々な方法を真剣に考えて勉強していました。 

8．省エネトークセッション 
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最近、私は土曜・日曜が暇なので小さい子どもたちにロボ

ットとプログラミングの勉強会を始めてみました。最初は

たったの 5 人でしたが、あっという間に 26 人超える勢い

です。おかげで土曜・日曜、私の休みは無くなりました（笑）。

そこでも驚くことにロボット製作とプログラミングの力は

小学生でも 6 カ月位たつと中学から高校生クラスまで上が

ってしまいます。若い脳細胞はそれだけ吸収力や研究する

凄い力を持っているのですね。今日は、皆さんの話を聞き

「本当にできるな」と感じ、皆さんから私はたくさんの刺激を受けました。ありがとうございまし

た。今日はよろしくお願いします。 

林：私は消費生活アドバイザーで環境カウンセラーというのをやっておりまして、消費者や生活者

の視点から、省エネをここ 20 年くらい普及啓発しています。省エネ教育をしたり、企業や行政に

アドバイスをしたり、いろいろな審議会で発言をしたり。消費者の立場から私は発言をしているの

ですが、最近すごく閉塞感があります。省エネについてかなり日本は頑張ってきました。いろいろ

な政策を打ってきましたし、ここでもいろいろな議論がされてきました。去年まで、ここの場では

例えばエコポイントですとかトップランナー制度とか、そういった政策提案が皆さんの中からもさ

れていたのですが、今日は、本当にガラッと変わって、未来型の技術をたくさん提案されたという

のは、今までと全く違うところです。実際に温暖化対策というのは、今までも相当やってはきてい

たのですが、世界的にも気候災害が激甚化していますよね。日本でも 50 年に一度といわれていた

水害が 5 年に一度に、それが毎年起こるようになって、去年も一昨年も本当に悲惨な災害が起きま

した。私たちは、2、30 年前から省エネを普及していながら、子どもの時代、孫の時代ぐらいにそ

ういうことになってくるのかなと思っていたら、もう昨日今日の話になってしまったということで

す。実際、日本が 2030 年までに 2013 年度比で 26％削減をするという目標のもとで、今まで議

論していたのですが、26％削減をしたところで、世界が日本のような目標を公表している中では、

２℃上昇に抑える目標すらクリアすることができないといわれているのです。次の COP26（気候

変動枠組条約第 26 回締約会議）までには、もっと厳しい目標を出すように見直すべきとか、CO２

を他国間とのクレジット取引するルールをどのように定めていくかという中で、日本の目標を次は

26％からどうするのかなと言っているところなのに、皆さんからはどんどん 80％減を具体的にど

うやっていくかという議論が展開されていて、本当に素晴らしいなと思いましたね。 

藤原：そうです。そうです。皆さんの議論の中で、日本が「化石賞」を獲ったというニュースがあ

りました。そのニュースは省エネルギーに関する仕事を行っている者からすれば、そんなことを聞

くとカチンとくるのですが、本当にそうかもしれないので自分なりに国の統計資料を用いて分析を

してみました。 

炭酸ガスを世界で一番出している国はどこですか？と質問すると中国という回答がきます。二番目

どこだ？というとインドとなります。正解です！ 

そこで皆さんに質問します。日本は何番目ですか？経済産業省の統計資料を皆さんは勉強しました

ね。日本は世界の 2.7％を排出して国としては排出量が 10 番目となっています。世界で 10 番目！

小さい国なのに世界の 2.7％です。日本の経済力からみて、まあその程度だろうなと、私も思いま

す。しかし、視点を少し変えてみました。各国にはたくさんの人がいて炭酸ガスを排出しているの

で総務省の統計データで各国の人口から一人当たりの炭酸ガス排出量を計算すると、世界で一番ひ
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とり当たりの炭酸ガスを多く出している国はどこだと思いますか？わかっている人は、きっといな

いでしょう。皆さんが信じられないような国が１番になります。日本は、一人当たり 10.4 トンで

中国とほぼ同じです！計算結果は、１番はオーストラリアで一人当たり 26.6 トンです！２番目は

カナダ 23.1 トン！３番目はサウジアラビア、４番目はアメリカ、５番目はロシア、日本は８番目

です。こうみると日本は、一人当たりで考えると努力しているのかなあ、という感じがします。し

かし、国としては世界の 2.7％の排出量を占めていると、注目されますよね。そんなことでも「化

石賞」なんだといわれている気がします。この数字からは、日本はそんなに悪い国ではないよ、努

力していますよ、と言っても理解はされないかもしれませんね。 

一方、経済産業省の統計をみると各家庭は一年間に約 4.4 トン排出しています。こんなことも分析

すれば、まだまだ日本は省エネや炭酸ガス排出削減をしなくてはならないということがわかります。 

さあ、質問です。日本の家庭は平均で一戸あたり何人いると思いますか？ 

林：そこで手が挙がっています。真ん中の後ろから五番目くらいの女性の方。 

会場（女子高校生）：３人くらい。 

藤原：３人ですね。良い勘ですね。日本は、2.21 人です。３人いる家庭は少ないぞ！と少し寂しい

感じです。それで割り出すと家庭のみで一人当たり約 2.2 トン弱出しているのですね。 

そこで日本は全ての行動で一人あたり 10.4 トン排出していますから、約 21％が純粋の個人排出量

ですね。残りの 79％の 8.2 トンは、私たちが学校で勉強したり、バスに乗ったり、コンビニを利

用したり、レストランで食べたり、会社で仕事をする家庭以外の行動の総計なのです。 

一人ひとりの個人が省エネ・炭酸ガス削減など、エネルギー使用を減少させるために大きな責任を

持っていることがわかります。今回皆さんが最新の勉強をしてくるだろうと思って、私もいろいろ

資料を検討してみました。 

林：では、藤原さん、今日の試合はいかがでしたか。中学の決勝戦は。 

藤原：中学の決勝戦等を見ました。戦っている内容は、かなり難しい CO2 を分離する新しい技術

の研究や活用がでていましたが、よく勉強していて対戦相手の質問にもしっかり答えていて、大変

分かりやすいと思いました。 

そして、宮崎西附属中学校の考え方はコンパクトシティをつくり、高度な省エネルギー生活を可能

とし、郊外などの余った土地は太陽光などの発電に利用するということでした。また、農業従事者

の方たちなどは移住しなくてもよい、という具体的実施に向けた自由な発想が特長的でした。これ

らは今、経済産業省や国土交通省が考えている政策に取り入れることが可能ではないのかなと思わ

れました。 

中学の部 省エネ政策提案概要 

東明館中学校Ａ 海藻肥料を用いて牛からメタン排出量の削減 

東明館中学校 B CO2 燃料化と人工光合成 

精道三川台中学校 アミン溶液を活用した炭素繊維の精製 

熊本マリスト学園中学校 EV ライドシェア 

大分大学教育学部附属中学校 カーボンリサイクル技術を用いて日本の炭素排出量をニュートラルに 

宮崎西高等学校附属中学校 コンパクトシティの形成 
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林：表の上から中学の政策提案を見ていきますと、まずは東明館 A「海藻肥料を用いて牛からメタ

ン排出量の削減」。 

藤原：聞いてみたかったですね！昨年は「うんこ」を利用して、メタンを出す政策をだしていまし

たね。笑い出しそうですが、とても重要な提案だと思います。可能なものは何でも利用するという

気持ちが前にでています。 

林：そうでしたね(笑)。東明館 B が「CO2 燃料化と人工光合成」。 

藤原・林：この二つを少しだけ解説してもらえますか。 

会場（東明館中学校 A チーム）：海藻肥料を用いて牛からでた排

出量の削減というのは、簡単に言うと牛の餌にメタンの削減効

果がある海藻を混ぜ込み、それを牛が食べることによって、排出

されるゲップやおならなどに含まれるメタン量を削減するとい

うものです。 

林：ゲップとかおならのメタンガスが減るということですか。それとも、ゲップやおなら自体が減

るということですか。 

会場（東明館中学校 A チーム）：ゲップやおならに含まれるメタンの量が減ります。 

林：すごいですね。温室効果ガスで CO2、CO2 と言いますが、世界の温室効果ガスのメタンの割合

は 2 割と結構大きいです。日本の場合は温室効果ガスの寄与度でいうと、CO2 が９割でメタンは

数％なのですが、ヨーロッパは家畜のメタンガスの割合が大きいといわれているので、メタンの排

出を抑えるのはとても良い技術だと思います。それでは、人工光合成の方の説明をお願いします。 

会場（東明館中学校Ｂチーム）：CO2 燃料化と人工光合成とい

うのは、CO2 燃料化というのは、クラウドオイルという新しい

技術を用いて、二酸化炭素を大気中から吸収して、それを人工

光合成で水を分解した水素と合体させることで、炭化水素燃料

を作るという政策です。 

藤原：ありがとうございました。炭酸ガスを太陽光で酸素に合

成する植物の光合成という自然の仕組みと同じように、人工光

合成を使うことで新しい燃料をつくるという理にかなった提案ですね。それが効率よく安全にでき

るようになったら活用すべきですね。精道三川台のアミン溶液を使用した炭素繊維の精製というの

がありましたけど、アミン溶液以外にもいろいろなやり方があります。他の方法で膜を使う技術が

ありますが、炭素繊維を膜で分離する方法など膜を使用する技術は大きく進展しているのではない

かと思います。 

会場（精道三川台中学校）：僕たちが調べたとき、最初にでて

きたアミン溶液を見て、これで行こうということになり、他の

方法は勉強していません。 

藤原：今、日本の膜技術は世界で一番といわれています。（膜

は、皆さんがよく知っている浄水器に使用されているもの。面

白いのは水から酸素を直接取り出すなどあらゆる分野に使用

したり研究されたりしています。）そういった点からしても、

アミンや膜を使うことで、皆さんが出した政策が実現する可能性があります。だから、膜について

たくさん勉強してもらえれば良いなと思っています。 

林：次に熊本マリスト中学校の「EV ライドシェア」。これも素晴らしい提案ですね。 
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藤原：EV ライドシェアとは、何ですか？ 

会場（熊本マリスト学園中学校）：ライドシェアというのは、タ

クシーではなくて普通の人同士が同じ車に乗って目的地へ向

かったり、タクシーの運転手になるための免許を持っていなく

ても、お客さんを運ぶことができたりするシステムです。それ

をすることで、簡単に言えば交通量が減って、CO2 が減るので

はないかと考えて政策をつくりました。 

藤原：なるほど、なるほど。ありがとうございました。 

林：家庭で排出する CO2 は、よくグラフの中では給湯が一番多いといわれていますが、車を持って

いると、車が一番です。なので、実は私は車を持たないという選択をしているのですが、車を持た

ずに地域で車をシェアしていく。一台の車でそれぞれ一人ずつが移動するのではなくて、みんなで

乗り合っていくみたいなことがやっていけるといいですね。今は IoT が発達してきているので、こ

の辺は、広島から来られている自動車会社に勤めていらっしゃる審査員の方がいらっしゃいますが、

ぜひ教えていただきたい。ライドシェアとか、今、MaaS (マース:Mobility as a Service)など交通

システムで先進的な取り組みがなされているかと思うのですが、そういったこともコメントいただ

ければと思います。 

会場（森田審判員）：ご紹介にあずかりました。マツダ株式会

社に勤めております森田と申します。ちなみに僕も十数年前に

皆さんと同じように、高校でディベートをしていました。弊社

も含めて今、車業界は大変革を迎えている時期でございまして、

CASE（ケース:[Ｃ]Connected つながる、[Ａ]Autonomouse

自動運転、[Ｓ]Shared&Services シェアリング、[E]Electric 電

気自動車）と言われるものが進んでおります。そのうち EV を

使う、後はシェアするという二つのところですね。熊本マリス

トさんが取り組んでくれて、ちなみに僕もこの試合の審査員としてサブで入っていたのですけれど

も、車のところにも目をつけていただいているのだなと思った次第です。EV というのも CO2 の抑

制という部分ではかなり効果があるようなものですし、各社取り組んでいるところです。また、車

の使い方というところでですね、所有するというだけではなくて、車を持って何をするかというと

ころを各社自動車業界が取り組んでいるところでして、持たなくても移動という経験をどういう風

にしていただけるかというところが自動車会社としても取り組んでいるところです。一部議論の中

でも出てきましたけれども、中山間地域の中では、ライドシェアというのを発達させる方が、事故

が減るだとか、そういったところもありますので、本気で日本のメーカーも取り組んでいますので、

興味があれば皆さんも調べていただけたらなという風に思います。ありがとうございます。 

林：あとは、家庭の太陽光発電が FIT（固定価格買取制度）という制度で買い取りをされています

が、その FIT も買い取りを卒業するところが出始めておりまし

て、その太陽光発電で発電した余った電気は、電気自動車を蓄

電池替わりにするという、そういう取り組みも既に進んでいる

ところです。では、次は大分大学附属中学校の「カーボンリサ

イクル技術を用いて日本の炭素排出量をニュートラルに」とい

う話です。どんな話でしょう。 

会場（大分大学附属中学校）：お願いします。カーボンニュー
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トラルというのは、今、炭素を火力発電に頼っているので、それを全部、二酸化炭素と水素から新

しい燃料を作って、その燃料を火力発電でできる燃料として賄うことで、化石燃料を使うことが減

っていくし、CO2 を循環させることができるので、とても良いかなと思っています。 

林：ありがとうございます。CO2 の循環という話がでましたね 

藤原：そうですね。代表的なものが炭酸ガス分離技術ですね。炭酸ガス CO2 を元の C と O２に変

えて、もう一度エネルギーや他の資源として使用するというグルグル回す循環というものですね。 

その CO2 を分離する技術の一つとして、先ほど話がありましたアミンを使うとか、膜を使う様々

な方法があります。現在、このような新技術を世界中が期待しながら、だれがするのか、どのよう

になるのかを見つめている状況ですね。ディベートの中でそれらの研究に多額の資金を出している

よ、という話がありました。私も炭酸ガス分離技術には資金をかける時期だと思います。 

林：はい。次は宮崎西高附属中学校の「コンパクトシティの形成」です。どんなコンパクトシティ

なのでしょうか。 

会場（宮崎西高附属中学校）：はい。宮崎西高附属中です。私た

ちがこの政策でイメージしているコンパクトシティというの

は、まずはひとつの大きなポイントとして、エネルギーをコン

パクトシティ内だけで自給自足できるという点です。次にコン

パクトシティ化、つまり都市機能をコンパクトシティに集中さ

せることで、公共交通機関の充実が可能になり、車を使わない

生活が可能になります。私たちの政策のもう一つの柱としては、

郊外の土地を有効的に活用するというものがあります。都市機

能を集約することで、旧市街地にあった郊外の土地が空き地となりますので、その土地で、再生可

能エネルギーによる発電を行います。 

林：なるほど。素晴らしいですね。経済産業省の皆さん、いかがでしょうか。大変参考になると存

じますが、コメントをお願いします。 

会場（小野電源開発調整官）：ありがとうございます。たぶん

コンパクトシティの大前提として人口減少問題みたいなとこ

ろとからめて、いろいろご検討されたのではないかと思いま

す。特に限界集落みたいな話もいろいろ社会問題となっている

のではないかと思いますけれど、やはりどうしても今までのよ

うに人口が膨張する社会ではなく、人口が減少してくる社会に

移動してくるので、発想の転換が必要になって、コンパクトシ

ティ構想というのは、非常に参考となりますし、我々もそういった構想で進めているところでもあ

ります。今回のアイデアを引き続き参考とさせていただこうと思います。ありがとうございます。 
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高校の部 省エネ政策提案概要 

城東高等学校 備長炭による炭素固定化 

東明館高等学校 昆虫食による脱炭素社会 

精道三川台高等学校学校 
パブリックスペースを活用した地域一体化活動 

～クールシェア防犯意識の向上、エコ活動 etc.～ 

熊本信愛女学院高等学校 オール再生可能エネルギー化（家庭）超臨界 CO2 タービン 

熊本マリスト学園高等学校 火力発電における CO2 リサイクルシステムを活用した省エネ事業 

宮崎西高等学校 
N（日本を）H（本気で変える）３（0 年プロジェクト） 

アンモニア発電による CO2 の削減・マイクロ波による製鉄方法 

慶進高等学校 
エコが売れる国日本 

CO2 を膜分離することにより人工光合成酸素をオレフィンに分解 

Ｎ高等学校 地域エネルギーハブ～放棄森林を太陽パネルへ～ 

林：じゃんじゃん、シナリオ無しで進めていますから、いろいろな方に振りまくっています。同じ

ようなところで、高校の部では、N 高の「地域エネルギーハブ～放棄森林を太陽光パネルへ～」似

たようなアイデアなのかなと思いますけど。あとは、「パブリックスペースを活用した地域一体化

運動」これもちょっと気になりますね。 

藤原：そうですね。これもちょっと聞いてみましょうか。 

林：そうですね。はい。 

林：この 2 校お願いします。 

会場（精道三川台高校）：精道三川台のパブリックスペースの

方です。これはちょっと違ってですね、公民館やパブリックス

ペースなどを利用して、そこに昼夜を問わず、睡眠時間以外は

地域の人に集まってもらって、そこで勉強や夕食などを摂るこ

とによって、家庭での電力の消費をなるべく抑えようというも

ので、公民館やパブリックスペースに集まってエコに関する活

動を行い、それでいて地域のつながりをもっと強めようという

一石三鳥を狙ったものです。ちょっと他とは違うかなと。 

林：でも、空間をシェアしようということで、クールシェア、ウォームシェア、結構地域ではそれ

ぞれ孤立して活動していますからね。省エネって絆も深まるのですよ。そういうクールシェア、ウ

ォームシェアをすることで、みんなが集まることで、世代交流もできますし、すごくいい提案です

よね。 

藤原：そうですね。先ほど言いましたように、日本は一人あたり 10.4 トン使う訳ですから、そう

いった地域で１か所に集まると効率的なエネルギー使用となり全体としてエネルギー使用量が減

るのですよね。そうすると、一人あたりの使用量が減ります。例えば、公民館は家庭ではありませ

んが地域利用ですね。公民館の全体的なエネルギー効率が上がるという方策をとっていくと、家庭

の使用量が相対的に減ると考えられます。そして、利用する人々のコミュニケーション量が増加し

て新たな省エネの発想がでるいい考えだと思います。 
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林：そうですね。たぶん地域エネルギーハブの方は、放棄森林を太陽光パネルにするということな

のかなと思いますが、N 高の皆さん、いかがでしょうか。 

藤原：N 高さん、初めてですよね。沖縄からご苦労様！ 

林：そうですね。 

会場（N 高）：はい。私たちは、ちょっと変わっているのかな

と思うのですが、農耕地と森林で太陽光発電をして、今の電力

需要を太陽光発電にスライドさせていこうという視点で政策

を提案させていただきました。 

藤原：太陽光エネルギー利用はものすごく良いと思います。と

いうのも、一家庭で排出量は 4 トン相当ということがわかっていますから、他の中学チームの戦い

でもありましたが家庭に太陽光利用を強制的にやらせようという提案ですね。 

太陽光利用設備を家庭に強制的に設置をすると、たぶん普通の家庭（2.2 人、１戸建て）では電気

事業者から電力を買わなくて済む可能性が高いですね。屋根がいっぱいありますから。マンション

居住者は N 高が提案する方法が活用できますね。将来を考える（大きな省エネ量達成の必要性）と

その提案は大切な考え方ではないかなと感じました。 

林：あとは、備長炭とか昆虫食とか、本当に面白い。酸素固定化とか酸素技術がでてきていますね。 

藤原：備長炭は面白そうですね。竹炭、竹がいっぱい生えてくるじゃないですか。もう少し若い時

に、その竹炭を利用して、竹炭自動車会社をおこそうとある町に提案したことがあります。そうし

たら、あっさりと蹴られました。今、その会社を作っていたら楽しかっただろうと思います。その

昆虫食と備長炭を教えてください。 

会場（城東高校）：今、都市災害とかの災害の多くが、放置林が

原因で起こっていて、その放置林を間伐して、間伐したときに

でる間伐材を使って、備長炭を作ります。備長炭は元々、光合

成で二酸化炭素を吸っているので、吸った二酸化炭素をそのま

まにしておくと、木が腐った時に吸い込んでいた二酸化炭素を

放出してしまいます。そこで、炭にすることによって、木の中

にある二酸化炭素をそのまま閉じ込めることができ、その備長

炭を湖や沼に入れることで、大気中の二酸化炭素を吸収して放

出されないようになり、二酸化炭素の削減になるかなと思いました。 

藤原：ありがとうございました。 

林：続けて、昆虫食の方をお願いします。 

会場（東明館高校）：まずは、メタンが家畜のゲップやおならか

ら出ているということで、それなら牛を食べない方が良いので

はということから、では、何を食べるか。じゃあ、虫を食べよ

うという案です。 

藤原：牛に虫を食べさせたら、味が悪くなりませんか（笑い）。 

会場（東明館高校）：人間が牛の代わりに虫を食べるのです（笑い）。 

林：これは、本当に世界の食料問題や水の問題をすべて同時に解決しますよね。 

藤原：美味しい昆虫を教えてください（笑い）。 

会場（東明館高校）：私たちも一応、政策提案する上で、全員食べてみました。バッタが一番美味し
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かったです(笑い)。 

林：戦時中、おじいちゃんたちが子どもの頃は食べていたらしいです。たんぱく源としても栄養も

いいですしね。 

藤原：しかし、すごいですね！ 本当に自分たちで食べてみて提案するということは、説得力があ

りました。ありがとうございました。 

林：私もここの試合を見ていましたけど、いろいろな世界の課

題を一気解決する感じで。そして消費者が受け入れるために、

どうすればいいのかを考えて、給食に広めていくという、そこ

まで仰っていて素晴らしかったですね。では、あとは超臨界

CO2、オール再生エネルギー化とか火力発電の CO2 リサイク

ルとかですね。時間がもうせまってきていますので、日本を本

気で変えるというアンモニア発電とか、本当に詳しく聞きたい

ところなのですけど、あまりお時間がないという。慶進高の「エコが売れる国日本」も素晴らしい

ですよね。今回、試合を見ていて思ったのは、すごくキャッチーな言葉、「NH3（＝日本を本気で変

える 30 年プロジェクト）」とか「エコが売れる国日本」などありましたが、やはり、今までエコっ

てビジネスとちょっと離れていたところがあったのが、ここにきて急にエコとか地球温暖化に貢献

しないとお金を出さないという、気運になってきているので、こういう発想は大事だと思います。

だから、CO2 を膜分離して、いろいろな物を作るのですが、それをまた売るという話ですよね。皆

さんが将来的にただの未来の技術やその実現可能性だけではなく、これを実現可能にするためには

どうしたらいいのかというところまで、しっかり考えて、相手チームにご提案をされて、例えば、

消費者がどうやったら虫を受け入れてくれるのかとか、この製品をどうやったら消費者がお金をだ

すシステムにしていけるのだろうかというようなことを、試合の中で皆さんが提案をしたり、アイ

デアを出し合ったりされて、それをまた再提案に生かされているという姿がとても印象的でした。

私は消費者視点からいろいろな省エネというのを見てきていますけれども、本当に消費者の声とい

うのは、クレーマーの声だけが企業に届いたり、行政に届いたりしていて、本当に満足していると

いうところがなかなか届いていなかったり。上流と下流がチグハグすることが非常に多いのです。

エネルギー政策でもそういうところがあって、お金持ちはできるのだけれども、今、日本の家庭は

そんなにお金持ちではないので、みんなは ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）が作れない

よみたいな話もあったりするのですが、そういうところを皆さん中高生なのに、結構鳥の目でご覧

になっていて将来のエネルギー政策というのが中高生の柔らかい頭、そして鳥の目と細かい技術、

その両方に目を配らせたりする姿、いろいろなところとつながって、本当は敵対する相手チームに

もギフトを贈り、連携し合うというこの姿勢を持つ皆さんが将来のエネルギー政策を背負っていく

という、その姿をありありと見せていただくことができて、素晴らしい会だったと思います。藤原

さんはいかがだったでしょうか。 

藤原：私は未来の炭酸ガス削減に対して少し安心しました。このように皆さんが真剣に考えてくれ

て、提案してくれて、この中からどれか一つでも成功したら、日本の将来は明るいと思います。何

も考えていなかったら、たぶん炭酸ガスを削減できないでしょう。ですから、今日は本当に楽しく

て、嬉しい日でした。 

林：後２、3 分ありますので、ぜひ質問のある方はどうぞ。こちらから当てなかったところに、こ

こは言いたいというのがある方は、どしどし手を挙げて発言してください。どうぞ。 

藤原：ありませんか。本当に。 
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林：よそのチームに質問したいことでもいいですよ。 

会場（慶進高等学校・石崎）：慶進高等学校の石崎と申します。

よろしくお願いします。藤原さんに聞きたいことがございます。

この CO2 排出の一番の素は、火力発電であると考えているの

ですが、これからエネルギーを考えていく上で、再生可能エネ

ルギーをどこまで上げていくのか、火力をどこまで抑えるのか、

原子力はどうしていくべきなのか。そういったものに非常に疑

問を持ちました。ぜひ、専門の方にお話しを聞きたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

藤原：はい。たぶん、そういう質問がくると思っていました。もちろん、CO2 を削減するためには

単純に化石燃料を使用することはダメですね。人の活動には必ず CO2 が排出される訳ですから、

それをなくすにはどうしたらよいか。それが今日の我々のテーマでした。 

私は、今日、皆さんが提案した政策は全て必要と思います。提案された政策が実現していけば次第

に化石燃料の必要がなくなります。そしてエネルギー使用について化石燃料がいらなくなる時代が

近づくための提案だと感じています。つまり、我々の祖先は太古の時代から、C を燃焼させて焼き

鳥を食べたりして活用してきました。その C が CO2 に変化して増大してしまった。だから問題に

なってきたのですね。皆さんが提案された答えは、CO2 が発生するのであれば、それを C と O2 に

分離して、その C をまたどこかで有効に使おうとすることでした。それには新しい技術が必要であ

る、またエネルギーは炭酸ガス排出が少ないものを利用する必要がある、それが今日の提案だった

と思います。 

ご質問の石炭火力発電はどうなるのかは、炭酸ガス排出が多いので減らそう、と無理やりに考えな

くても、今日の政策提案にあった CO2 を元の C と O2 に戻すという考えや太陽光利用などの省エ

ネ政策などを実行すれば、化石燃料の必要性は必然的に減少し、無くなると思われます。というこ

とは、炭酸ガスの削減はエネルギー使用量を単に減らすのではなく、新しい技術や省エネ技術によ

って生まれた余裕のエネルギーを、必要なエネルギーに対して再利用することで、自然に減ってい

くのです。また、原子力発電も同様ですね。 

私は今日のディベートをみて、未来に対して、自信を持ちました。皆さんが戦ったディベートの内

容が実現できるのではないかと思ったからです。とてもよい質問でしたね。ありがとうございまし

た。 

会場（慶進高等学校・石崎）：はい。ありがとうございます。 

林：今の質問は、日本のエネルギー政策の一番喫緊の課題というか、世界からもそこを今突かれて

いるところです。日本が COP25 の裏舞台で「化石賞」というのをもらったのもそういうところな

のですが、小泉大臣は、石炭火力に関しては、減らすということを言えないといって、批判を浴び

ましたけれども、そこは難しいところです。難しいところに、皆さんから今日、高校の決勝戦でも

あったように、慶進高は CO2 を回収してそれをどうするかという話、マリスト高も火力発電に CO2

リサイクルシステムを取り付けるというようなことで、それを将来的に小型化しようというお話だ

ったと思いますが、火力発電をどうしていくか、化石燃料をどうしていくかというのを今日たくさ

んの高校、中学から提案が出ていた技術で将来解決していく可能性がみえてきたように思いますね。 

藤原：その通りですね。石炭、石炭と言いますが、LNG（Liquefied Natural Gas：液化天然ガス）

でも石炭の半分くらいの CO2 が出ます。何かをやろうとすると必ず CO2 が出ます。今日の皆さん
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の提案にあった炭酸ガスを減少させる省エネ方法や分解することをする技術などに道筋をつける

のが今の大人の役目であり、みなさんの考えた提案を具体的に完成し実行させることで炭酸ガス排

出もエネルギー使用量も減少する社会ができるのですね。 

現在は石炭のエネルギーを多く利用していますが今日のディベートの内容の具体化は、炭酸ガス削

減に大きな希望と自信を与えるものと思いました。 

林：最後、確信をついた質問に、皆さんが出された提案がそのまま答えですというところで、今日

の未来の省エネを考えようというトークは終了したいと思います。本当に皆さん、素晴らしい試合

を見せていただいてありがとうございました。これから、皆さんの人生でさらにそのスキルを、そ

してその知恵を、展開していただくことを期待しています。ありがとうございました。 
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パブリック・ディベートコンテスト実行委員会委員長 池田 賢治 

 

優勝・準優勝の皆さんおめでとうございます。それか

ら参加していただいた中高の皆さん、いいディベートを

ありがとうございました。感想を 2 点ほど。まず、率直

に今まで続けてきて、どんな風にディベートの様子が変

わってきたかとかということの感想をひとつと後はコ

ミュニケーション能力、伝え方とそれから政策について

簡単に述べさせていただきます。 

元々、この大会の始まりは、原子力発電所の是非とい

うことで始まりました。今は、省エネということに焦点

を当てて行っています。今は、パブリック・ディベートという形で政策をそれぞれが提案するとい

う形です。「分かりやすく説明をする」「コミュニケーションを取る」ということは、おそらく私の

中では、年々、素晴らしくなってきているかなという印象を受けました。もう一つ、政策提案です

が、内容が年々高度化しているところです。先程まで色々な学校の政策を聞かせていただきました

が、もう誰が聞いても分かりやすく伝えられています。高校の決勝戦とかある程度知識が必要かな

と、きちんと理解するためには。両校共、凄くいいことなのですね、聞いてすぐわかるということ

は。分かりやすく説明ができるっていう点で政策としては素晴らしいと。高度化した政策の場合は、

先程も決勝戦講評のところでありましたが、もう少しかみ砕いて説明ができるところまでいった方

がいいのかなと思いました。探求と言うか、物凄く色々と調べて、「その深みというのは、年々増し

ているだろうな」というこの姿勢は、非常に大切だなと思いました。「伝え方」、分かりやすく伝え

ようということなのでこのパブリック・ディベートの趣旨は、「全く初めてディベートに接する人

でも内容が理解できるように」ということで始めているので、そこは分かりやすく説明をするとい

うところが必要です。また、先程も時間に制限があるという話がありましたが、少しでも多くの情

報を時間に詰め込むというのが時々見受けられます。そこは「伝えるべきことを整理する」それか

ら「時間に無理やり詰め込む」というところが聞き取りにくかったり、理解しにくかったりすると

ころがあるので、そこを整理していただければと思います。私は、いつも学生にも言っていますが、

私も油断すると早口になりますが、自分でもちょっとゆっくりめかなっていうぐらいがディベート

をやる時はちょうどいいのかなと常々思っています。 

政策に関しては、聞いている側からすると「そんな政策が！」というようなユニークな政策は聞

いていてインパクトもあり、すぐに入っていけるのですね。それは、すごく重要なことだと思いま

す。また、誰も思いつかないだろうというような政策も凄くいいなと思います。それはどんどんや

ってもらっていいのですが、その場合、バランスが難しく、実行可能性っていうのがルールの中で

評価のポイントにもなるので、ある程度、実行可能性もきちんと伝えられるような形に補っていく

ところがあれば、ものすごくユニークな政策を出すというのもインパクトがあって非常にいいこと

かなと思います。政策に関しては、最初にも言った通り、やはり実効性と効果がうまく説明できる

ようになったらいいのかなと思います。これから生活していく中で、毎日のようにディベータブル

な内容のニュースなどがたくさんあるので、その都度、それを自分でいろんな立場から「これは、

こういう立場の人にとってはこういうところがいいな」とか「良くないな」ということを普段から

考える習慣を付けていってもらえればいいかなと思っています。 

来年度も続ける予定ですので、また、ぜひ参加して頂ければ嬉しく思います。最後に協力・後援

の方々、それから参加していただいた方、さらに、指導引率の方、家族の皆さんに感謝の意を表し

て講評とします。ありがとうございます。 

  

9．大会講評 
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参加中学生の感想文 

 

《佐賀》学校法人東明館学園東明館中学校 

2 年 柿本 颯太 

校外で行われるディベート大会に参加したのは今回が初めてだったにも関わらず、なぜか、政策

の再提案をしなければいけなくなりました。後から参加を決めたので練習時間も少なく、難易度も

高くなってしまいました。本番の 2 試合でも、時間が 1 分ほど余ってしまったり、時間が足りなか

ったりと、なかなか上手にいきませんでした。時間の感覚を付けることは大切だと思います。今回

のディベート大会で時間の感覚がつきましたが、もし来年ディベート大会に参加することになって

も再提案はしたくありません。ですが、このディベートは貴重な体験となりました。この体験をい

かせるように頑張ろうと思います。 

 

2 年 丸林 玄人 

今回、初めて政策提案型パブリック・ディベートコンテストに出た。最初はあまり出る気はなか

ったが、やってみると意外と楽しかった。また、今回のパブリック・ディベートコンテストを通し

て温暖化対策や地球の環境について考えることができてよかった。試合では 2 試合とも負けてしま

ったけれど、牛からメタン排出量を抑制するという立論で、みんなで協力してすることができたか

らよかった。今回は質疑という役割をやった。質疑と意見交換のときに、相手チームから答えをも

らったらそのままになっていたから、さらに、そこから発展させることができるようにしたい。ま

た、立つ時も審判の方を向くように気をつける。次やるときはしっかり準備して 1 勝できるように

がんばりたい。 

 

 

《長崎》学校法人精道学園精道三川台中学校 

2 年 小野 嘉文 

今回の論題である「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策～『脱炭素社会』を目指し、取り組む省

エネとは」を発表されてからチームで色々と考え、空気中の二酸化炭素を炭素繊維にするという政

策で２勝できると思っていた。しかし、宮崎西高等学校附属中学校のコンパクトシティ形成には感

心させられました。太陽光発電、マイクロ水力発電などを主な発電方法としてあげたり、バスに太

陽光パネルを設置したり、この政策は強制的にしない点や、国が支援金を出すことなどすごく具体

性、インパクト性が述べられていました。また質疑、意見交換の際は空気中の二酸化炭素がなくな

ったらどうするのですかという質疑が忘れられない鋭い指摘だと思いました。宮崎西中学校の再提

案は、一つ一つを分かりやすく丁寧に話していたのでとてもフローシートが書きやすかったです。 

またこれは礼儀の点でも学ぶべき点がたくさんありました。今回学んだ点や礼儀を、パブリックコ

ンテスト以外の大会でも活かしていき、来年の大会で優勝できるよう精進していきたいと思います。 

僕たちはこの大会で、どうやって「脱炭素社会」にしていくかを多く学べました。これまでの準

備の中で、どうして地球温暖化になるのかはニュースや資料を見て知っていましたが、どうやった

ら「脱炭素社会」にするかは、なかなか考えるところが多かったです。試合をしてみると、各学校

10．参加中学生・高校生の感想 
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全く違う政策で「脱炭素社会」を実現させようとしていたので、とても良い勉強ができたと思いま

す。特に、印象に残ったのはマリスト中学校の「ライドシェア」の政策です。僕たちが、審判の方

からの講評で指摘を受けた「実現可能性」という点で、マリスト中学校は今すぐにでも導入できる

点で、素晴らしいと感じました。高校の決勝戦では、慶進高校とマリスト高校のとても分かりやす

い試合で、「いつか政府がこんな政策を導入すれば脱炭素社会も可能ではないのか」と感じること

がとても多く、決勝戦を見られてよかったと思いました。パブリック・ディベートコンテストの最

後にあったトークセッションでは、中学、高校全ての学校の政策を見ましたが、同じものなど一つ

もなく、「脱炭素社会」を実現する方法は多くあったので、ディベートを通して広く知ってもらえれ

ばと思いました。 

 

１年 増田 稀星 

僕はこの大会に初めて参加しました。さらに、僕の場合は質疑も初めてだったので物凄く緊張し

ました。そして初戦、熊本マリスト学園と戦いました。マリスト学園はライドシェア等を行い、車

から排出される二酸化炭素を減らすという政策でした。僕はまさかライドシェアの政策が来ると思

いもしなかったのでかなり驚きました。そして、緊張している中、再提案の担当の方が、とても楽

しくディベートを進めてくれたので少し緊張がほぐれました。この時このパブリック・ディベート

が楽しくなりました。 

 次に二回戦宮崎西高等附属中学校と当たりました。僕はリセットされるかのように緊張がまた戻

ってきました。宮崎西高等附属中学校は受け答えがよく、とてもディベートが行いやすかったです。

コンパクトシティという政策は、準備する中で思いもよらなかった提案でした。とても省エネにつ

いて調べていて、それをもとにとてもいい政策提案や的を射た質疑などをされていました。僕たち

もそのようなディベートができるようになるためにも、もっと環境についてユニークで実現できる

ような政策を考案したいです。 

 最後のトークセッションでは、藤原さんに二酸化炭素を吸収するには膜を使う技術が発達してい

るということをお聞きしました。そのことについては調べる中で、出てきた技術でしたが、検討せ

ずに政策提案には取り入れませんでした。そういったところが勉強不足だったと思ったので、これ

からの他な大会にも生かさなければならないのだったとも思います。今までディベートをする中で

は、それほど環境について考えたことは、それほどありませんでした。ですが今回の大会で温暖化

について調べていくうちに、現在の地球、そしてこれからの地球がとても危険な状況であるという

ことがわかりました。だから、これからは環境に負担をかけずに、クリーンな暮らしをおくろうと

いう気持ちになりました。僕はこの大会に出られて良かったと思います。 
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《熊本》学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園中学校 

３年 丸尾 隼士 

 まず今回のパブリック・ディベートに参加して最初に感じたのは、どのチームも新しくて面白い

政策を打ち出していたことです。対戦した佐賀県の東明館中学校が出していた「牛からのメタン抑

制」でした。実に斬新なアイデアで、かつ面白い内容だったため、対戦できてとてもうれしかった

です。また、今回の大会の反省点として挙がったことは、なかなか相手チームに資するような意見

を提示することができなかったことです。「質疑と意見交換」というパートを担当し、その役職は相

手側の政策に対して質疑を行い、その政策の不十分な点や付け足したい点をあげるのですが、なか

なか難しかったです。今回の大会で２回目の出場となるのですが、自分の中ではあまり成長が見ら

れなかったので、僕としては非常に残念に思っています。 

 それでも僕以外のメンバーは最後まで頑張って、僕のサポートをしてくれたので何とか３位にな

ることはできました。メンバーと相手のチームの方に感謝の気持ちでいっぱいです。さらにこの大

会に出場させてくださった多くの方々にも感謝しています。本当にありがとうございました。 

 最後に、ディベートに対して「自分の人生の一部」という思いがあって、その思いを通してこれ

からディベートだけでなく様々な活動に参加していきたいと思いました。そしてこの大会で様々な

思いや感情が表れたうえ、目標も見つかったので出場して本当によかったと思いました。今大会の

主催者の方々、指導やジャッジで支えて頂いた指導者の方々、本当にありがとうございました。 

 

1 年 酒井 奏実 

今回の試合に携わって頂いた先生方、ジャッジやスタッフの先生方、応援に来ていただいた皆様

ありがとうございました。パブリック・ディベートの試合を通して、自分の意見も強く持ちつつ相

手の意見も尊重し、相手にわかりやすく自分の考えることをまとめ、意見交換することの大切さに

ついて改めて学びました。 

パブリック・ディベートとは、一般市民にも聴き取りやすく、理解が容易なスピーチを展開し、

社会問題を解決するための政策について討論するためのディベートです。また、アカデミック・デ

ィベートと違って、肯定する立場と否定する立場とに分かれたり、自分たちの議論の相手に対する

優位性を競い合ったりするものではありません。ディベートでもこんなに違いがあるということが

初めて知りました。私たちは一勝一敗でしたが、試合中に第三者に対して自分たちの政策イメージ

を示すことができなかった点、そして質疑の際に相手側のチームに政策提案があまりできず、質問

攻めをしてしまった点が敗因へとつながったのではないかと思いました。 

 私たちの政策提案は「EV ライドシェア制度」です。ライドシェアとはライド(乗ること)をシェア

(共有)することです。移動したい人とドライバーを結びつけ、車移動をシェアするサービスです。

今、約 18％に当たる２億 t もの CO２は運送部門によって排出されていて、その約半分は自家用車

が排出しているそうなので、車を EV 車にすることで CO2 の半分を削減できます。現在は普通第二

種免許という制度がありその制度を廃止するというプランを説明したところ、『タクシーの失業者

がふえるのでは』という問いにたいして本当は「今タクシー業界は需要がすくないのでライドシェ

アと競合してサービスは向上し、需要は増える」と答えられず、うまく応答ができなかったので今

後はしっかりと準備をして試合に臨みたいです。 

 来年のパブリック・ディベートから、省エネや環境問題に関心をもつようになりました。そして

自分たちが考えた政策提案について徹底的に調べ、さらに調べたことを相手に伝わりやすく工夫す

ることも学びました。わかりやすく自分の意見を組み立て試合に臨むということが必要であり、そ

のためにはみんなで意見を出しあっていくことが大切だと思いました。今回の反省点を忘れず、次

回優勝に近づけるように頑張っていきたいと思います。 
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《大分》国立大学法人大分大学教育学部附属中学校 

２年 吉田 祐貴 

僕は去年の秋からディベート同好会の部長になりました。部長になった当初は、一昨年・昨年と

後輩のみんなに気配りができる先輩たちの後を継ぐと思うと不安でいっぱいでした。今となっては、

優しい同級生、しっかりとした後輩、引退された先輩方の応援のおかげで部長としての責任を少し

ずつですが全う出来ているかなと思います。 

パブリック・ディベートは僕たち二年生が主力となって初めての大会でした。大会へ行く途中の

バスの中では全く緊張することはなかったのですが、いざ会場に行入ると体中が震えるような感覚

でいました。 

 第一試合目・二試合目と順調に勝ち進み、決勝戦出場校の発表の時は二位通過になり決勝戦に進

むことが出来ました。昨年までは「中学の部」には決勝戦がなかったのでまた一段と違った感覚を

味わうことが出来ました。 

 決勝戦。宮崎西高等学校附属中学校と戦い、惜しくも、十二対十三の一票差で負けてしまい準優

勝になりとても悔しかったです。ですが、ディベート同好会全員が一丸となって最大のパフォーマ

ンスが出来たのでとても清々しかったです。 

 残念ながら、三連覇を達成することはできませんでしたが、後輩である一年生たちにとって、大

会がどういったものであるかという良い勉強になったのではないかと思います。しっかりとした一

年生たちなら、先輩たちを超える最高のディベートを披露してくれるに違いないと思います。僕た

ちも後輩の良い手本となるように日々ディベートに努めていきたいと思います。 

最後になりますが、毎日ご指導してくださる先生方、応援してくださった先輩方、僕たちを陰で支

えてくれた保護者の皆様、本当にありがとうございました。 

 

２年 大神 舞峰 

私は去年の秋からディベート同好会の副部長になりました。私たちの先輩方は本当にディベート

が上手で、いつも私たちに的確なアドバイスやお手本をして下さりました。そんな先輩方は昨年の

パブリック・ディベートで、2 連覇という快挙を成し遂げていました。私はパブリック・ディベー

トの練習をしていく中で、3 連覇したいという思いはもちろんありましたが、先輩方ほどの実力が

あるのか自信がなく、優勝できるのか不安でした。 

 放課後の部活動の時間だけでなく、冬休みの間にも部活時間を設けて大会に向けて頑張りました。

部活がない冬休みの間も各々練習に励んだことと思います。いよいよ本番の日になり、上手くやれ

るかととても不安で、緊張にかられました。しかし、私たちのために貴重な時間を割いてまでアド

バイスをしに中学に来て下さった OB・OG の先輩方や、疑問点があればいつも丁寧に相談に乗っ

てくださった先生など、たくさんの方々に支えられてこの日があるのだと気づきました。また、私

の仲間たちにも支えられながら、自分のできる精一杯のことをしようと臨みました。 

 結果的に優勝はできませんでしたが、それでも準優勝することができました。表彰の時、心の中

では優勝したかったと思っていましたが、今では準優勝でもすごいことだと思っています。しかし、

この悔しさを忘れずに、これからのディベート活動に活かしていけるように日々頑張っていきたい

です。 
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《宮崎》宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校 

1 年 弓削 カノン・浜田 昊輝 

 私たちが、この大会に参加してみようと思ったきっかけは、初めての生徒総会で行われた「パブ

リック・ディベート」です。アカデミック・ディベートのように相手を論破するのではなく、討論

をする中で互いの意見を取り入れ、互いの意見を高めあうというところに興味をもちました。 

 校内選考会では先輩方の素晴らしいレポート、スピーチを見て、選ばれることができるかとても

不安でした。無事、選ばれた時には、とても嬉しかったです。準備を進めていく中で、これまでに

ない忙しさや経験がありました。そして、その中で得られたものもたくさんありました。特に大会

直前では、もっとよい資料はないか、詳しいデータはないかと調べ、よりよい政策提案を作ること

ばかり考えていました。私たちはそれぞれ立案と質疑でした。立案をしていく中で、先輩にアクセ

ントやイントネーション、滑舌など、アドバイスしていただいたことをひたすら練習し続けました。

うまくいかないこともあり、悔しい思いをすることも多々ありましたが、「少しずつうまくなって

いるよ。」と言われた時の達成感は忘れられません。 

 また、先輩方と政策を考える際の専門知識、例えば SDGｓや水力・風力・太陽光以外の再生可能

エネルギーなどについて知ることができました。そして、このような知識を多く学んだので、カテ

ゴリーに分けて物事を整理する力も身に付きました。中高一貫校ならではの、高校生との 3 回の練

習試合を通して、強いチームとあたったときに備えることができました。この時に高校生からいた

だいた、質疑の優先順位などのアドバイスが、質疑として挑戦する中でとても役に立ちました。 

 大会当日は早朝 4 時頃に起床、5 時頃集合という朝早くからの活動でした。当日にも原稿の加

筆・修正があったので、バスと新幹線の中で 4 分 58 秒～5 分で読めるように時間やスピードの調

整を必死に頑張りました。 

 そして、ついに本番。二人とも演台に上がると緊張で震えが止まりませんでした。1 試合目の緊

張から学んだことは、とにかく笑顔でいること。恐れないこと。聴衆の方々の心に響くスピーチを

すること。簡単なことですが、立案はチームの顔なので、第一印象となる、とても緊張する役割で

した。決勝進出が決まった時、とても不安でした。 

 ついに決勝となり、目標の舞台に立つ時が来ました。そんな時、先輩方の「大丈夫。」という声

が、自信を与えてくれました。これまでのすべてを発揮し、一番笑顔になれたスピーチでした。 

そして、「優勝」と聞いたときは、とても嬉しかったです。 

この「優勝」という経験は、私たちにとって大きな「糧」です。 

 このパブリック・ディベートコンテストに関わったすべての方々、そして、未熟な私たちを優勝

に導いてくださった先輩方に感謝を申し上げます。 
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２年 森山 裕美子 

私にとって今回のディベート大会は、リベンジの場だった。実は、昨年もこの大会に参加したが、

あまり戦力になることができないまま、四位という形で終わってしまっていた。「次は自分が絶対

にチームを勝利に導く」と決意した日からあっという間に一年が過ぎ、迎えた冬休み。私たちは政

策を一つに絞り、高校生と試合を行うことで、その政策をより完璧なものに近付けていった。また、

私の担当は質疑だったので、先輩方から良い着眼点などを教えていただいた。その後、何度も試合

をするうちに、すらすらと質疑ができるようになり、ディベートのコツを掴んでいった。 

そうして、私だけでなくメンバー全員が自信を持って臨んだ本番。優勝という最高の形で終わらせ

ることができた。この日、私は自分、そしてチームの成長を感じた。 

 まず、自分自身については、一年前との大きな差を感じた。前回は、前に出るだけで緊張して、

うまく次の質問につないだり、相手としっかり討論したりすることができなかった。しかし、今回

の私は、相手の意見を頷きながら聞いたうえで、落ち着いて質問ができたと思う。何より、前に出

てもあまり緊張せず、笑顔で討論できたことが一番成長したところだ。 

 次に、チームとしての成長だ。技術面、そして、まとまりの二つの部分で大きく成長したと感じ

た。技術面は、高校生の先輩方から教えていただいたコツをしっかりと生かせたと思う。また、自

分たちの政策を、全員が深く理解できていたことも結果に表れたと思う。そんな技術面よりも成長

を感じたのが、チームとしてのまとまりだ。私たちは、昨年に行われた選考会で一度競い合ったも

の同士だ。そのせいか、初めは意見もバラバラだった。しかし、政策が具体的に決まり、「ディベー

トで勝つ」という共通の目標が定まっていくにつれて、だんだん結束力が強くなってきたように思

う。そして、練習試合を重ねて迎えた、当日の試合。その時の私たちの目標は、「勝つ」ではなかっ

た。「より良い政策にする」だったのだ。これは、私たちがお互いを信じあえたことで試合を楽しめ

るようになり、そこで初めてディベートの本質を深く理解できたからだと思う。 

 今述べてきたように、私はこの大会を通して、大きく成長した。そして、チームのみんなのおか

げでディベートの本当の目的や楽しさを知った。もし今、一年前の私に会えたならば私はこう言う

だろう、「リベンジは大成功だよ」と。 
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参加高校生の感想文 

 

《福岡》学校法人福岡工業大学附属城東高等学校 

1 年 細川 大晴 

 今回、はじめて本格的なディベートを体験しました。(本番は参加していないが) １つの題材に向

かってみんなで試行錯誤しながらディベートをしていく中で友達の良いところを多く見つけるこ

とができたと思っています。急なお願いにも快諾してくれる友達、普段は大人しいけど反論の意見

をはっきり述べている友達など僕らしか知ることができなかったであろう部分を多く知ることが

できました。また、誘われて入っただけなのにいつしか気づいたら夢中になっていて、積極的に意

見を述べている自分がいて、学校での班活動やアクティブラーニングでは感じることのできないデ

ィベートの楽しさを知ることができたと思っています。近い将来、このディベート以上に難しい内

容や会社の運命が変わるような重要な会議やディベートが行われるでしょう。そんな時、このディ

ベートを通じて学んだ多くのことを生かして頑張りたいと思っています。そして、このディベート

で培われた友達との絆を大事にしてこれからの学校生活を楽しんでいきたいと思っています。 

 

1 年 田原 弘誠 

   今回、このパブリック・ディベートに参加して良かったと思っています。最初、自分からやろう

と思ったのではなく、友人から誘われてやることを決めましたが、そのイベントの内容を聞き、み

んなで試行錯誤しながらアイデアを出し合っていくうちに、「あれ、これ面白いな！」と思うように

なり、積極的に取り組むようになりました。その内容は、パリ協定を踏まえた、2050 年までに二

酸化炭素の排出量を 80%削減するための具体的な政策というもので、最初聞いた時はパリ協定が

どのようなものなのかも分からず、上手くイメージ出来ませんでしたが、みんなで調べていくうち

に把握することができ、今ではしっかりと頭に入っています。それから、みんなで意見を出し合い、

夜には電話をしながら話し合いを重ね、迎えた当日、一勝一敗という結果でしたが、一勝できただ

けでも、すごいと僕は思っています。 

  しかしその結果よりも、僕は自分と同じ世代に、こんなにも地球の環境問題について真摯に向き

合っている生徒がいること、こんなにも人前で話す能力に長けている生徒がいること、それに驚か

され、そしてとても嬉しく思いました。このような生徒がこれからの日本を引っ張っていくのであ

り、自分達もその仲間入りができたような気がして、誇りに感じます。また、このパブリック・デ

ィベートを通して、プレゼンをするにしかり、発表をするにしかり、何かを一から作ることは大変

なことであり、十分な準備が必要不可欠であることが、改めて分かったと同時に、計画性も重要で

あることか分かりました。まさに、この日までにこれとこれをこの状態まで仕上げておく、と言っ

たような計画性は、これから勉強をしていく際に大いに役立つ力であり、そのために礎があると思

っています。 

  このパブリック・ディベートに出場したという経験は、結果よりも何倍も大事であり、多くのこ

とを学ぶことが出来ました。このイベントがあることを知れたのも、先生のおかげであり、当日ま

での話し合いの付き添いなど、本当に感謝しています。また、これから何か興味をひくイベントが

あれば、積極的に参加していきたいと思います。 
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《佐賀》学校法人東明館学園東明館高等学校 

2 年 福山 和歌 

私達高校生は「昆虫食」により、環境問題解決を志そうと政策にし、今日までディベートを行っ

てきたが、やはり全く浸透していないことがよく理解できた。ただでさえ、昆虫という言葉やその

ものを見たり聞いたりするだけでも嫌悪感を抱く人が多いというのにどうすればいいのだろうか。 

他校の方々と貴重なディベートを重ねて、私達がすべきこと「昆虫食を積極的に食事に取り入れ

ていき、その美味しさを周囲に広める」ということだ。実際に虫を食べて、美味しいと感じた人が

いた方がこれから昆虫食に挑戦する人にとって、とても安心感があり、さらに「食べたい」と思わ

せることができると思う。私達は試合に出場できる数ぎりぎりでのぞんだが、相手校の方々、審判

員、指導して下さった先生方や友人のおかげで無事、悔いなく終えることができた。本当にありが

とうございました。 

 

2 年 町 はな 

本懐ではないが、最後の最後にサギ師トークを遺憾なく発揮できたと思う。審判票も貰えたこと

だし、多少の罪悪感は沸くがよかった。 

試合のたびに、しまったと感じるのが自分の了見である。相手に喧嘩を売っているような気分に

なる。パブリックでは、とにかく相手を立てておだてて転がす肝要のはず。ところが、毎度、般若

のような顔で再提案をしてしまうのだから困った。何でもいいから笑えと準備時間に言われ分には

屈託なく笑える。しかし壇上ではいいところ仁王像である。むしろ、笑ってはいけないレベルであ

ろう。 

惜しむらくは、もう少し点を挙げられなかったことだ。決勝を観戦していると学ぶ所が多い。そ

して姿勢に圧倒される。何で相手を叩くんだろ。私達の試合が平和なのか牧歌的なのか。もっと戦

いたかった。来年がないのが返す返す残念である。 

 

 

《長崎》学校法人精道学園精道三川台高等学校 

1 年 櫻井 琢仁 

私がパブリック・ディベートに参加したのは 4 度目ですが、目の前にある環境問題について、改

めて深く学びを得る良い機会となりました。政策提案をつくるにあたって考えたのは、何が最終目

標か、何を大切にするかということです。 

今回の論題は、パリ協定を踏まえた地球温暖化対策、温室効果ガスの 80％の削減というもので

した。そこで、私たちが最初に考えた政策は、人工光合成と呼ばれる二酸化炭素を化学反応によっ

て資源に変えるものや、二酸化炭素吸収など新たな技術を用いた政策提案でした。しかし、そこで

疑問に思ったことが、この政策を導入して仮に温暖化問題が解消されてその後も半永久的に環境問

題に対抗できるだろうかということです。このような政策は、政府による一方的なものとなってし

まうのでは、と思いました。国民を含めた、国が一体となって環境問題に立ち向かうことが今後を

考えたうえで重要なのではと考え、国民が中心となって動く政策を考え、提案させていただきまし

た。パリ協定を踏まえた、脱炭素社会への実現性や温室効果ガスの大幅な削減の厳しさ、その他政

策内容での様々な課題があり良い政策とは言えないものだと準備においても、試合においても感じ

させるものになってしまいましたが、日本の、世界の未来を考えると環境に対する危機感、意識を 

向上させることが、これからの環境問題に立ち向かっていくうえで重要なのではと私は考えます。 

最後に、主催、後援をしてくださった方々や、審判の皆様に心より感謝を申し上げます。ありが

とうございました。 
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１年 西 亨太   

この度パブリック・ディベートコンテストに参加して得たもの。 

一点目は温室効果ガスを削減する政策を考えることの国の大変さです。私たちの学校は「地域一

体化エコ政策」という政策の下、試合を行ってきました。「地域一体化エコ政策」とは パブリック

スペースや公民館を誰でも使用できるように調整し、地域の活動等を行う場所を多くして、そして

盛んにしていく政策です。この政策を考えるまで長い長い道のりと苦悩がありました。今回の論題

では、いかにユニークかつ斬新で「脱炭素社会」を実現できるかを念頭に置いてエコ政策を考える

のが苦労しました。 

二点目は、省エネは非常に身近であるということ。我々の「地域一体化エコ政策」は地域の方々

が公民館やパブリックスペースに集まるだけで省エネにつながります。つまり省エネは身近なとこ

ろから省エネはできるのです。他学校でも人工光合成等を利用して結果的にポリ袋などの身近な製

品につくり替えられたり、超臨界二酸化炭素をアディダスなどが行っているように身近な製品につ

くったりという政策をお考えになられていました。省エネは非常に身近です。 

三点目は、日本は温室効果ガスを想像以上に排出しているということです。試合後に行われまし

たトークセッションの冒頭で日本のエコへの意識がまだ十分でないと痛感しました。今後は私たち

がこの大会で得たことを踏まえて日本のエコを充実させていきたいと思います。最後にパブリッ

ク・ディベートコンテストの関係者の皆様にお礼申しあげます。ありがとうございました。      

 

1 年 森田 悠元 

今回のパブリック・ディベートコンテストにて、私達は豊かなライフスタイルに重点を置いて、

公民館での活動の活発化を推進した。しかし、実際に試合を行っていった結果、多くの高校が二酸

化炭素の削減を重要視した政策を提案していることが分かった。これは今回の反省点とも言え、ま

たその上で試合の中で勝ちえなかった技量の不足は今後の活動の活力としてとても良い収穫であ

った。ここで相手校に敬意を表し、政策提案内容に関して触れたいと思う。N 高様は放棄森林や放

棄された農耕地を太陽光発電の場として活用して発電を行い、発電による二酸化炭素の排出の抑制

と、放棄森林をその過程で二酸化炭素を留めて置けるようにする。そして、そこで発電された電気

を地方が売買をする事で地域活性化を促すと言う内容でした。熊本マリスト高様は火力発電所から

排出される二酸化炭素を超臨界状態にして二酸化炭素の排出を抑制し、染料などの目的で今現在需

要がある為売買を行い、賄っていくという内容でした。どちらも予算と利益の追求がなされ、利得

を出せるという点は私個人としては非常に盲点であり、反省点の一つです。今まで深く理解してき

たつもりのモチベーションや扇動のための利益追求を今後は忘却を完全に防止できるような万全

の対策を取っていきたいと考えています。 

今大会を通して、今現在の課題や環境問題への関心を高める良い機会となりました。 
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《熊本》学校法人熊本信愛女学院高等学校 

1 年 ディベート部 部長 野田 梨紗子 

私達は今回のパブリック・ディベートに参加させていただくことで、寡聞な分野に対しての好奇

心、様々な人と交流できる機会の重要性を再認識しました。今回は脱炭素社会を目指し、取り組む

べき政策というものがテーマでした。私達はこの大会に参加しなければ脱炭素社会、そもそも脱炭

素について触れる機会は恐らく学校の授業を除いてゼロに等しかったと思います。街中ではそうい

った問題に関する看板やパネルは当然のようになく、テレビやニュースでもトップニュースとして

大々的に取り上げられることはあまりないからです。初見では脱炭素という言葉の意味を理解する

のにさえ時間がかかりました。それ程私達とはかけ離れた位置に存在しているように思えた問題で

した。しかし、このディベート・コンテストを通して、それはごく自然に私達が現実的に抱え、取

り組むべき問題であること、そして深刻であること、また、国や世界は既にその問題に対して様々

な取り組みを行っていることを知りました。私達がディベート部に入ることで立論や反駁を知った

ように、某検索サイトで「脱炭素社会」と検索をすることで、それは二酸化炭素の排出を抑えた社

会で、実現するのにはかなりの技術や時間の面で問題があることを知りました。今回は準備する期

間が短くなってしまいましたが、自然と例の検索サイトのニュース欄で前の類似した記事を読んだ

り、ちらっとニュースを聞いたりするようになりました。調べれば調べるほど、聞けば聞くほど、

知らなかった世界は意外にも広く、深く、大きいと身をもって知りました。そうして生まれた少し

の好奇心でまた自分たちの視野や知識が広がり、ちょっとした日常でも自ら行動に起こせるような

良い影響が出ました。そういった面でも今回の出場は私たちの生活に大きくプラスになり、参加し

て良かったと思います。他のあらゆる分野の物事にも常に好奇心を持って触れていきたいと思いま

した。 

また、県外からも多くの高校生らが参加するこの大会で自分たちの力不足が明白になりました。

同じ歳でも、場数を踏み、それを実力として備えた高校生は私達が目標とするような立派なディベ

ーターでした。今の時点では到底太刀打ち出来ないような表現力で円滑な発表を行っているのを目

の当たりにして「まさにかっこいい」と感じました。難しい論題にも関わらず、実現性とユニーク

さを兼ね揃えた様々な意見が多数飛び交っていました。世界の中の日本の、それも九州だけでもこ

んなにディベートを武器として持つことが出来るような高校生がいるのだと驚嘆とともに私達も

そうなりたい、正々堂々と同じフィールドで納得のいく試合をしてみたいという挑戦心も抱きまし

た。私達はまだ入部して一年足らず、それも皆初心者ですがこういった現実に向き合い、さらなる

部のレベルアップを図りたいと思います。 

今回に参加する事で多くの事を学ぶことができ、本当に貴重な体験でした。次の機会もぜひ参加

したいと思います。今大会の開催にあたって御尽力頂いた主催者、関係者の方々に深く感謝申し上

げます。ありがとうございました。 
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《熊本》学校法人熊本マリスト学園熊本マリスト学園高等学校 

1 年 河瀬 衣央里 

今回、省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテストに参加させていただきました。私は

今年で 4 回目の参加となりましたが、毎回省エネについて新しいことを知ることができ、それらは

とても興味深く、勉強になっています。私たちは 80%の CO2 削減を徹底して行うために、発電の

際に排出された CO2 自体を別の物質に変換して無害化できないだろうか、さらにそれを再利用し

て地球環境をより良くできる方法はないのだろうかという視点で政策を考えました。調べてみると、

この政策を行うための技術はもう既に日本にあり、実用化のための実験まで行われているというこ

とでした。これはこの大会がなかったら知ることもなかったことです。日本の CO2 再利用研究の

先端を知ることができました。 

しかし私たちは、この技術がどうしてまだ実用化されていないのか、そこまで考えることはでき

ていませんでした。決勝戦で相手校からの質疑と意見交換した際、「再利用したあとはまた元の有

害な気体に戻ってしまうのか。そしてそれはどこへ行ってしまうのか」と問われました。確かに、

どうなるのかは分かりませんでした。きっと、今実験で行っているものもどうなるのかははっきり

としていないのでしょう。日本はこれからも研究を進め、地球環境を守るための技術をさらに進化

させていくはずです。その頃にはこの私たちの疑問にも結果がでているのでしょうか。 

このパブリック・ディベートは、これからの世界の発展に大きな未来を見せてくれる機会となっ

ています。私はこの大会のために調べたこと、大会中に対戦校やトークセッションなどから学んだ

ことを、これからの地球環境の未来のために出来ることを少しずつでも活かしていければと思いま

す。この機会をくださった主催者様、並びに様々な意見をくださった対戦校の方々や審判の皆様、

本当にありがとうございました。 

 

1 年 村山 竣太 

僕は今回二回目の環境ディベートへの参加となりました。一回目の参加は中 2 の時で、はじめて

のディベートの大会参加という事もあり、ルールもよくわからないまま参加しました。しかし今回

はしっかり準備に参加し、多くのことを学ぶことができました。特に僕たちが提案した、CO2 超臨

界装置の設置についてです。この大会に参加しなければ今後興味を示さず学ばなかったであろう内

容だと思います。とてもよいきっかけになりました。 

今回は特に、対戦相手や他のチームの提案はユニークかつ斬新で、とても刺激的でした。特に面白

かったのは、精道三川台高校の「睡眠以外はできるだけ公民館などのパブリックスペースで生活し、

家で使う電気代を削減させる」という政策です。僕らは今回の大会へむけて準備している時は、大

掛かりな機械を使った方法しか思いつかず、このようなライフスタイル自体を見直すような、根本

的でかつユニークな方法にとても驚きました。また、決勝で対戦した山口県慶進高校の、「家や車な

どから発生する二酸化炭素を溜めて再利用する」という政策は、二酸化炭素が発生する部分にタン

クを設置するだけという簡潔な政策で、最大で 100%二酸化炭素を削減できる点はとても驚きまし

た。  

  最後のトークセッションでは、対戦することができなかった学校の政策を知ることができ、と

ても考えさせられました。高校生が考えた政策もですが、特に中学生が考えた政策はどれもユーモ

アがあり、実際に試してみたいものばかりでした。僕は今まで環境のために身の回りでできること

について考えることはありましたが、このような大掛かりでユーモアにあふれた政策を考えること

はありませんでした。ですが、今回の大会を通して、改めて一人一人の環境のための行動が大切だ

と思いました。僕らが今回考えた政策はいつ実現されるかわかりません。しかし、一人一人が二酸

化炭素を減らす努力は今すぐでも始められます。まずは自分が今すぐできることから意識して行動

していきたいです。 
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《宮崎》宮崎県立宮崎西高等学校 

1 年 後藤 匠人 

今回の政策提案型パブリック・ディベートを通して、現在の地球を環境問題から守るためにはと

ても大きな改革を実行する必要があるほど現在の状況が危機的であることを実感した。これは温室

効果ガス８０％という無謀ともいえるような目標を達成するために何度も政策を練り直したから

こそ分かったことだと思う。試合では環境問題解決のためには様々なアプローチや技術が存在して

いることが分かり、視野がとても広がった。特に、人工光合成など排出量そのものを削減するので

はなく、排出したものを地球環境に対して無害なものに変えていくといった発想の転換があった政

策はとても印象に残った。環境問題に関するニュースを見る目もこのディベートを通して大きく変

わった。今後も地球温暖化に対して日本だけではなく世界の行動も含めて注視していきたいと感じ

た。 

 

1 年 新地 智也 

 私は、今回のパブリック・ディベートコンテストを通して、パブリック・ディベートは決まった

形などなく、時々刻々と変わっていくものだと感じた。私は過去に中学一年と二年にもこの大会に

参加し、2 位と１位という良い成績を残すことができた。そして、今回の大会では中学の頃に出場

した経験を活かし、もっと進化・発展したディベートを展開しようと考えていた。しかし、実際に

は参加しなかった一年間の間にパブリック・ディベートというものは少しずつ形、方針を変えてお

り、自身が考えていたものとは大きく違っていた。自分たちはパブリック・ディベートとは質疑応

答の時にどれだけ質の高い再提案をし、相手の政策を高めていくことができるかというものだと考

えていた。パブリックつまり民衆を相手にしたディベートをしているため、形が変化していくのは

当然のことなのかもしれない。実際の試合では自分たちが４つ、相手が０つの再提案をし、そのす

べてが相手の政策に取り入れられたのにも関わらず、判定は 3 対 0 の完敗であった。パブリック・

ディベートには通常のディベートの能力だけでなく、時代の流れを読む力もなくてはならないのだ

なと思った。ほかのいろいろなディベートにも参加し、知見を広めていきたい。 

 

１年 加世田 優駿 

今回参加したパブリック・ディベートコンテストでは、ディベートに関する新たな知識、地球環

境のことを真剣に考えている他高生との交流、自分たちの発想もできないようなユニークなアイデ

アなど多くのことを学ぶことができ、自分たちの認識の甘さを痛感することができた。西高として

提案した、アンモニアを代替燃料とした火力発電、マイクロ波を用いての金属精錬はわれわれの思

いついた最高のアイデアであったが、今回の試合で多くの質疑、提案を頂くことができ、まだまだ

改良の余地があるということを認識している。 

しかし、疑問に思っていることもいくつか残っている。政策を求める問いでは「２０５０年まで

に８０％の GHG 排出削減目標を達成するには」ということが問われているが、多くの高校が CO2

の再利用ということに注目していて排出量に関しては考慮していないように思えた。確かに環境問

題は解決することができるのかもしれないが、排出量は削減できておらず、下手をすると GHG あ

りきになってしまうような政策も見られたように思えた。果たしてこれは、問いに対する正しい解

答となっているのだろうかという疑問が 1 つ目の疑問である。 

そして、審判の判定に関しても疑問がある。審判ごとに判定の基準、評価するポイントが異なっ

ているように感じるのだ。ユニークさを大事にするのかと思えばまったく別の観点からの評価をし
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ている、といったことが感じられた。記載されている審査の基準があまりにもあいまいなのではな

いだろうか。 

最後はパブリック・ディベートの流れについてである。中学生のころからこの大会に参加させて

いただき高校の先輩方の試合なども多く見させていただいたが、再提案において自分たちの政策の

優位さを相手チームとの比較、つまりこの点はわれわれのほうが（相手チームより）優れている。

という風にして述べるものではなかったと思う。あくまで自分たちの政策のアピールをするもので

あり、相手チームとの比較を行うものではないのではないだろうか。相手を攻撃してしまってはア

カデッミックディベートであり、パブリック・ディベートとは、自分たちの政策のみを提案するも

のなのではないだろうか。このシステムの変化がもっとも不可解な点であった。 

今回の大会では多くのことを学ぶことができ、新たな友人を得ることもできた。今後も多くの大

会に参加し、より優れた政策を作り上げて生きたいと思う。最後に大会を主催してくださった九州

経済産業局、パブリック・ディベートコンテスト実行委員会の方々、対戦してくださったチームの

方々、顧問の鬼束先生、協力してくれた家族に感謝を述べて今大会の感想とする。 

 

 

《山口》学校法人宇部学園慶進高等学校 

１年 田中 瑞希 

今大会で私は、「エコレベルをつけて市場を変える」という理念の政策を担当しました。この政策

は、「その時の市場で最もエコな商品ほど高いレベルをつける」、そして「一番レベルの高い商品か

ら補助金等を出して、よりエコなほど安くする」というものです。 

今回、難しかった点は二つです。一つ目は、政策をしっかり固めること。二つ目は、固まった政策

の強みやユニークさを探ることです。 

まず一点目について。この政策は、準備期間の中でかなり変動しました。例えば、最初の政策は

「エコ技術の特許を解放する」というものでした。この政策は、近年話題のリチウムイオン電池の

特許解放による急速な普及と開発の激化を見て考えた政策で「エコレベル」などの考えは一言も入

っていませんでした。しかしながら、調べていくと特許は技術開発の妨げではないことが分かった

り、いくら技術があっても普及しなければ意味がないと気がついたりして、ようやく「エコレベル」

を軸にした政策に落ち着きました。そこまでが本当に長く、難しい期間でした。 

そして、二点目について。先述した通り、政策が二転三転してきた事もあり、「エコレベル政策の

強み」ということが大会直前まであやふやでした。というのも、この政策には二つの弱点がありま

した。一つ目は、ユニークさがないこと。二つ目は、特定の技術に関するものでない故に、80%削

減する未来を見せることが困難なことです。そのような状況の中、チームで議論し何度も立論を作

り直し、顧問である二人の先生方からもアドバイスを貰いながら、なんとか政策を形にできました。

最終的にはユニークさとして、今までの政策にはない「発電にエコレベルをつける」ということを

前面に出し、さらに 80%削減した未来を見せるためにこれまで起こった技術革新を語ってから、

どれだけ日本企業の知力全てが結集することが力強いのかを語ることになりました。 

大会を振り返ったとき、この政策が良くなるように部活の先輩や仲間たちと議論を交わし、色々

と貴重なアドバイスをもらいながら修正してもらったことが大きかったと思います。私一人だけで

は、この政策をとても大会に持っていけるものに出来なかったと思います。 

大会に携わることによって、自分のなすべき事を最後までやり遂げること、そして仲間や先生が

たの協力がどれほど心強いか知ることができました。本当に貴重な体験でした、参加させていただ

きありがとうございました。 
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１年 河野 廉正 

 私は、今回の政策を提案させていただくという貴重な経験を通して地球温暖化について自分自身

の捉え方が大きく変わったと感じている。 

 それは、様々な環境問題がある中での、地球温暖化問題に特有の難しさに気づいたことである。

今日、私たちを取り巻く世界では、河川の汚染など様々な環境問題が起こっている。しかし、地球

温暖化問題は、これらの一般的な環境問題とは少し違う側面を持っているように感じている。詳し

く説明する。 

 一般的な環境問題の例として河川の汚染を挙げる。当たり前のことだが、この問題の当事者は、

洗剤や排水で川を汚している河川の周りに住んでいる人々あるいは、工場であり、この問題によっ

て公害などの被害を受けるのも、基本的には当事者である彼らである。つまりこの問題に対しては

原因を作った者にも被害を受けるものにも当事者意識が働くのである。ここに異論はないであろう。 

 では、地球温暖化問題においてもこの当たり前の原則は成り立つのであろうか。結論から申し上

げると、私は、成立しないと考えている。というのも、この問題においては被害者と加害者がはっ

きりしないからである。例えば、一国が多量に二酸化炭素を排出したとする。もちろんこれにより、

気温の上昇などの問題が起きる。ただし、それはその国に限ったことではない。その国の気温のみ

が上がるのではなく、あくまで、地球の気温が上がるのだ。仮に、北半球のある国が多量の二酸化

炭素を排出したとしても、それは全く関係のない南半球の国の気温も上げてしまう。もっと恐ろし

いのが、逆もしかりである点である。仮に自国の気温が上がってきているとしても、それは自国だ

けのせいとは断定できないために、隣国が多量に温室効果ガスを出しているから気温が上昇してし

まったというふうに、他国のせいだと考えることもできなくはない。要するに問題が起きても、そ

の問題に対して自国がどれほど関与しているのかが漠然としてしまい、どの国にも実感がわかない

のだ。このように、各国々の二酸化炭素の排出が、自国のみにおける問題を引き起こすのではなく、

地球レベルに深刻な問題を引き起こし、その問題を各国でシェアしなければならないという点が、

地球温暖化問題の極めて異質で難しい点だと感じる。 

 前述のとおり、実感がわかない中で、各国は我先にと、二酸化炭素をもくもく出しながら工業製

品を作っている。国同士の発展を考えると、いかに安く作り、売るかを重視するという傾向は発展

途上国を中心に顕著にみられる。となったときに、二酸化炭素を出さずに製品を作る方法を模索し

て、少々高くてもそれを売りなさいという命令はいささか的外れであるように感じる。このような

観点から、我々のチームは排出された二酸化炭素をリサイクルする政策を提案させていただいた。

工業において発生してしまう二酸化炭素を抑えるのが難しいなら、発生してしまった二酸化炭素を、

無害化していっそのこと資源などとして再利用してしまおうという理念のもと生まれた施策であ

る。 

 正直、この政策を作るのにも、今回述べさせていただいた地球温暖化問題への捉え方が変わるま

でにも多大な時間がかかった。しかし、私たちはこの問題特有の実感の薄さを抱えながらも、地球

に人類が住み続けられるように環境の改善に取り組んでいかなければならない。南極の氷が溶け、

ツバルが沈み始めた今、地球温暖化問題への取り組みは急務である。それを踏まえると、今回の大

会及び、それに向けて政策を練る過程で費やした多くの時間はメンバー一同にとって、本当に有意

義なものであったと感じている。 
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《沖縄》学校法人角川ドワンゴ学園Ｎ高等学校 

2 年 北村 優季 

今回のパブリック・ディベートコンテストに参加して、私は考え続けること、挑戦し続けること

の大切さを学ぶことができました。今の世の中では昔では信じられないような政策が可能な技術の

土台が生まれています。 

地球温暖化の原因と言われる二酸化炭素を固定して無害化したり、二酸化炭素をエネルギー源に

することでむしろ二酸化炭素を有益なものに変えたり。今回の大会では各校の提案を聞くことで、

そのような革新的な技術を知ることができました。それを、今までの古い常識に囚われて否定した

り・無理だと却下することなく、柔軟に考えてみること、そして常識を常にアップデートすること

がこれからの世の中、省エネ政策を成功させたり、地球温暖化を革新的に食い止めるためには必要

不可欠なのだと思いました。 

これからの世界を担っていくのは私たちです。新しい変化を拒まないこと、そして新しい風はど

んどん取り込んで、今よりより良くする方法を考え続けること、そうして、可能性を見つけたら挑

戦することを恐れないこと。そうしていくことで次の世代に「負の遺産」を残さないように、世界

中の環境・地球温暖化による問題をひとつひとつ、確実に解決していこうと思います。 

 

3 年 有馬 彩乃 

今年は例年よく見られていた HEMS（Home Energy Management System）やエコポイント等

の政策ではなく、夢のある多様なアイデア政策が見られて楽しかった。また、以前は再提案の際に

相手の政策と比較することはあまりよく思われていないように感じたが、今年は良しとされていて

新鮮さを感じた。一方で、質疑･意見交換のとき、相手の政策へのアイデアを出さず、再提案の際に

出す。というディスコミュニケーションも良しとされていたのは気になった。以前より議論強度や

アイデアがとても良くなっているため、よりルールや判定基準の曖昧さが目立っている気がした。

ディベート甲子園と違うのは重々承知のうえだが、ジャッジが投票理由を選手から求められた際の

説明責任は果たして欲しいと思う。 

また、省エネディスカッションはユーモアのある講師の方による進行は面白く、各校の政策を聞

けるのはよかった。 
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2015 年 12 月 8 日・日本パブリック・ディベート協会制定 
2017 年 11 月 7 日 省エネ政策提案型ディベート・コンテスト実行委員会制定 

2018 年 11 月 28 日 パブリック・ディベート・コンテスト実行委員会制定 
2019 年 8 月 21 日 パブリック・ディベート・コンテスト実行員会制定 

2019年 11月 12日 パブリック・ディベート・コンテスト実行員会制定 

 

政策提案型パブリック・ディベート・ルール 

 

１ 目 的 

 政策提案型パブリック・ディベートとは、一般市民にも聴き取りやすく、理解が容易なスピーチを展

開し、社会の問題を解決するための政策について討論するゲームである。伝統的なディベートのスタイ

ルから自由になって、このようなディベートを行うことによって、市民として資源・エネルギー・環境

問題等の社会的問題について考察を深めることを目的とする。 

 

２ 参加者と運営 

（１）チームで対戦することとし、１チームはディベーター４～10 名で構成し、各ディベーターは 1 つ

の大会の予選試合において１試合は出場しなければならない。１つの試合において出場するメンバ

ーは、スピーチ（質疑応答も含め）を最低 1 回は行うものとする。 

（２）試合は司会者が進行、計時係が計時し、複数の審判が評価と判定を行う。 

（３）試合の勝敗について審判はルール、及びガイドラインに従って評価を行い、審判の代表者が講評

を述べる。 

 

３ 政策提案と討論 

（１） 社会的問題と政策提案 

資源・エネルギー・環境問題等の社会的問題を取り上げ、議論する。そこでは、各チームは政策

を求める問いに応じて、政府が採用すべき具体的な政策を提案し、互いに政策の質を高め合うよう

に議論する。 

（２）討論の形式と時間 

ディベートは、以下の形式及び時間によって展開する。 

ステージ１ 先攻チームによる政策提案   ５分間 

ステージ２ 先攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換  ５分間 

ステージ３ 後攻チームによる政策提案   ５分間  

ステージ４ 後攻チームの提案する政策についての質疑と意見交換  ５分間 

       準備時間           ５分間 

ステージ５ 後攻チームによる論点明示と政策の再提案 ５分間 

ステージ６ 先攻チームによる論点明示と政策の再提案 ５分間 

 

４ 勝敗の判定と順位の決定 

（１）ディベート経験者だけでなく、未経験者も審判として参加し、評価及び勝敗の判定を行う。 

（２）評価は、第 1 に試合全体を評価する試合評価、第２に試合の質を高めるための貢献度の評価とも

なるチーム評価を行う。また、２つの評価による評点を合計して、その試合におけるチームの成
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績得点とし、その点数が高いチームの勝利とする。 

① 試合評価は、両チームによる討論の全体を対象に、５段階で評価を行う。平均的な場合を評点３

とし、優れている場合は評点４、非常に優れている場合を評点５とする。一方、劣っている場合 

 

は評点２、評点１へと減じていく。この評点を決定する観点は、以下の３つである。 

   ア 全体的にスピーチは聞き取りやすく、相手と対立しながらも協調して考察を深めようとする

こと 

イ 両チームの議論は重要な論点に集中し、内容に広がりと深まりが認められること 

   ウ 両チームの議論はいずれも、確かな根拠に支えられた結論を主張していること 

     試合評価の評点は、複数の審判が協議して決定する。 

② チーム評価では、以下の３つの観点によって、政策提案を比較する。審判は、優位だと思えるチ

ームに投票する。複数（奇数）の審判が投票し、１票を評点１として、その合計点数を当該チー

ムの評点とする。 

   ア 政策提案では、理念や価値観を明確にし、実行可能で効果的な政策を具体的に提案している

こと 

   イ 積極的に質疑と意見交換を行い、重要な論点を指摘していること 

   ウ 重要な論点に応じて改善し、再提案する政策が当初のそれよりも優れていること 

（３）順位の決定 

① 中学の部、高校の部に分かれて、対戦する。 

② 決勝進出チームの選抜などのために順位を決定する場合は、第１に成績得点の合計数、第２に勝

利数を基準とする。 

それでも同順位のチームがある場合は、抽選による。 

③ 決勝戦を行う場合は、会場の観戦者の投票数により、優勝・準優勝を決める。同数の場合は、予

選の成績を基準とする。それでも同じ成績である場合は、抽選による。 

 

５ 反 則 

 本ルールに反する行為は反則とし、その程度に応じて該当チームにペナルティーを課す。 
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2015 年 12 月 8 日・日本パブリック・ディベート協会制定 
2017 年 11 月 7 日 省エネ政策提案型ディベート・コンテスト実行委員会制定 

2018 年 11 月 28 日 パブリック・ディベート・コンテスト実行委員会制定 
2019 年 8 月 21 日 パブリック・ディベート・コンテスト実行員会制定 

政策提案型パブリック・ディベート・ガイドライン 

 

１ 目的について 

 これまでのディベートは専門的文献から引用し、早口のスピーチを行うものであった。そのため、デ

ィベートの知識や経験のない者にとっては、聴き取ることも理解することも難しいものであった。 

 そこで、一般市民にも聴き取りも、理解も容易なディベートに転換したい。専門家を真似るのではな

く、市民として必要な議論を行うようにしたい。難解な専門的文献からの引用を必要とせず、早口のス

ピーチも排除する。また、詳細に記録しなくても、記憶に残るスピーチであってほしい。 

 専門家でなくても、社会を形成する一員としての市民の立場から、理想的な社会像を描くとともに現

実の状況を考慮して政府が採用すべき新たな政策を考え、議論するべきである。そうすることが、民主

的な社会における市民的な実践の１つとなるからである。したがって、わたしたちも可能な範囲で具体

的に政策を提案し、多様な可能性を楽しみ、未来の社会の建設に向けて積極的な議論を行うことが責務

であろう。 

このような市民の議論としてのパブリック・ディベート理念を共有してほしい。そうすることによっ

て、ディベート大会を超えて、現実的な社会的議論への積極的な参加へと向かってほしい。 

 

２ 各ステージのスピーチについて 

（１） スピーチを行う者の責務について 

   各ステージにおけるスピーチは、いずれもコミュニケーションとして、聴き手である審判、相手

チームのメンバー、及び聴衆の反応に即して行うようにする。聴き手がうなずいたり、首をかしげ

たり、あるいはメモを取ったりなどする様子を確認しながら、それらに応じてスピーチを展開しな

ければならない。聴き手がスピーチに集中し、理解を深めるように導くのは、スピーチを行う者の

責務である。 

（２） 政策提案について 

 次のような構成が考えられる。 

① ロードマップ･･･何をいくつ、どのような順序で述べるかという構成を知らせること 

② 問題の解釈･････政策を求める問いの意図や背景、重要な言葉の意味等を明らかにすること 

③ 基本的な立場･･･提案する政策を支える理念や価値観を明確に述べること 

④ 主 張･････････具体的な根拠を示し、結論として、政府が採用すべき政策を述べること 

⑤ 内容の確認･････政策提案を振り返り、重要な内容を強調すること 

（３）質疑と意見交換について 

 次の①～③の順序で１つのまとまりとし、複数回の質疑と意見交換を行うことが考えられる。 

① 質 疑･･･････相手チームの提案する政策について、内容確認等の質問を行い、応答を得ること 

② 意 見･･･････質問したチームが相手チームの応答に即して、建設的な意見を述べること 

③ 応 答･･･････質問したチームが述べた意見に応じて、相手チームの応答を得ること 

④ 内容の確認･･･質疑及び意見交換を振り返り、重要な内容を強調すること 

（４）論点明示と政策の再提案について 

 次のような構成が考えられる。 

① 意見交換の確認･･両チームの政策についての意見交換の概要を示すこと 
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② 論点明示････････①において明らかになった意見の違いや対立点を論点として明確に示すこと 

③ 政策の再提案････重要な論点に応じて、当初の政策を改善して再び提案すること 

④ 内容の確認･･････論点明示と政策再提案を振り返り、重要な内容を強調すること 

⑤ 相手チーム及び審判、聴衆に対する謝辞 

 

３ 議論と論点について 

 政策提案、意見交換、政策再提案のスピーチはいずれも議論でなければならない。議論とは、何らか

の根拠に基づいて結論を主張することである。根拠には常識や具体的事実、専門家の見解、統計データ

等がある。また、抽象的で論理的なルールや原理、あるいは一般的な価値観等も根拠となる。 

 政策提案の場合は、自ら提案する政策を採用すべきことが結論であり、その正当化を明らかにする事

実や専門家の見解、統計データ、あるいは一般的価値観等が根拠となる。意見交換の場合は、相手チー

ムの政策には改善が必要であることを結論に、その正当化のための根拠を述べるのである。 

論点とは、相互に提案した政策について意見交換を行うことによって、明らかになった意見の違いや

対立の中心となる問題である。それは、議論の焦点となるべき重要な問題であり、自らが提案する政策

を改善する指針となるものでもある。そのため、論点が不明確、あるいはそれほど重要でないなどの場

合は、政策の改善は小さくなる。もちろん、このような場合を避けるように努めてほしい。 

 

４ 評価と判定について 

（１）試合の評価について 

 予選順位を決定する成績得点は、試合評価とチーム評価の評点とを合計して得られる。たとえば、あ

る試合では試合評価は２点、勝利チームのチーム評価が３点で、成績得点は５点だった。一方、別の試

合では試合評価が５点、敗戦チームのチーム評価が１点で、成績得点は６点となる。すると、試合評価

が低い勝利チームは試合に勝っても、試合評価の高い敗戦チームよりも成績得点は低くなる。  

したがって、試合評価は、対戦する両チームによって成立する試合の質的向上を強く求める。そもそ

も議論は、対戦する両チームの間に成立するのである。単一の議論であっても、対戦するチームの一方

によってだけ成立するものではない。たとえば、相手チームによる政策提案があればこそ意見交換がで

きるし、政策の改善は相手チームの意見を含み込んで可能となるのである。そのため、両チームが互い

に力を引き出し、望ましい議論を展開するように、試合の質を高めるべきである。 

何よりも、社会の問題を解決する政策には正解などはないことを強く自覚してほしい。どのような政

策であっても、程度の違いはあるが、問題解決の効果と新たな別の問題を生むからである。すなわち、

一定水準以上の複数の政策を比べるとき、いずれか１つの政策が正しいなどとは断定できない。そのた

め、問題解決の困難と曖昧な状況に耐えながら、議論を継続することが求められるのである。 

 これまで述べてきたことからすれば、各チームは２つの戦略を持って試合に臨むことを期待する。第

１に試合の質を高める戦略、第２に勝利を得るための戦略である。 

（２）審判の講評について 

 試合の勝敗について審判はルール、及びガイドラインに従って講評する。審判の講評は、次のように

述べることとする。第１は、試合全体を評価する試合評価についてである。この内容は、試合評価の観

点（ルール４（２）①）を１つ、あるいは２つ取り上げ、根拠について明確に述べることとする。その

際、試合において発言された具体的な内容を取り上げて説明することとする。第２は、チーム評価につ

いてである。この内容も同様に、チーム評価の観点（ルール４（２）②）を１つ、あるいは２つ取り上 

げ、根拠について明確に述べることとする。根拠の示し方は、試合評価と同様に具体的な内容を取り上

げ、説明する。第３に、それらを踏まえて試合評価とチーム評価の点数を述べることとする。そうする
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ことで、審判はルール、及びガイドラインを尊重して判定していることを示すこととしたい。 

 

５ 表現と態度について 

（１）声の大きさや速さについて 

 ディベート未経験者にも好感を与えるように、聞き手（相手チーム、審判、聴衆）を強く意識しなけ

ればならない。適切な声の大きさや発音を配慮し、聞き手に向かって、目や表情でも語りかけるように

してほしい。また、スピーチのスピードは、１分間に 300～400字程度とすることが望ましい。 

（２）ナンバリングとラベリングについて 

 内容をよりよく伝えるために、ナンバリング、ラベリングを行うようにする。前者は、スピーチの内

容をいくつかに分け、その順序や数量を伝えることである。また、後者はいくつかに分けたスピーチの

内容に、それぞれ見出しの言葉を付すことである。いくつの内容があり、何番目の何についてスピーチ

をしているのかを明らかにし、聴き手に内容を正確に受け止めてもらえるようにしたい。 

（３）質問と意見の対応関係の明示について 

 質疑と意見交換を行う場合は、相手チームの政策のどの部分に対する質問、意見であるのかを聞き手

に知らせて述べなければならない。また、相手チームの発言を部分的に引用して、質問、意見を述べる

べきである。すなわち、それらの対応関係が明確であれば、質問及び意見の内容を正確に聴き取り、理

解することを相手チームと審判、及び聴衆に対して期待できるのである。 

 また、互いの政策をすぐれたものに改善することが求められる。そのため、一方的に質問し、意見を

述べるのではなく、相手チームにも十分な応答の機会を与えなければならない。 

（４） マナーについて 

 審判はもちろんのこと、相手チーム及び聴衆を尊重し、マナーよく接するように心がけてほしい。な

ぜなら、ディベートは自分一人では、あるいは自分たちのチームだけでは、できないことだからである。

審判、相手チーム、聴衆等の他者を欠いては、ディベート等は成り立たないのである。 

（５） 対立と協調について 

 そもそも、「勝利至上主義」には意味がない。たとえば、伝統的なディベートには、早口で多数の議

論を述べて相手チームが時間内に反論できないようにし、勝利を得ようとする戦術が認められる場合が

ある。相手チームからの反論がないという事実を根拠に、自らの議論を正当化するのである。そこでは、

自らの議論を検証する機会を失い、それは粗雑なものにとどまる。 

 一方、政策提案型パブリック・ディベートでは、相互に提案する政策をすぐれたものにするため、建

設的な意見交換を行うことになっている。そのため、相手チームには十分な検証の機会を与えるべきで

ある。相手チームによる厳しい検証に耐えてこそ、誰もが認め得る議論へと成長していく。だから、数

少ない重要な議論をわかりやすく述べて、相手チームにとって検証が容易になるようにしたい。 

また、相手チームの議論が不十分であれば、その不足を補うように、支援する意見を述べるようにし

たい。なぜなら、互いの政策提案を高めることを目的とし、この目的の達成によりよく貢献することが

望ましいからである。相手チームの立場を十分に尊重し、相手チームにとっても有益な意見交換を展開

するべきである。 
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政策提案型パブリック・ディベート・ワークシート 

 

１ 政策提案 

 

ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

問題の解釈 

 

 

 

 

 

スタンス 

 

 

 

 

政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりの言葉 

 

 

 

（先攻チーム・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、政策提案を必要とする（社会的論争問題・社会的問題）について、どのよ

うに受けとめ、解釈しているかについて明らかにします。 

第２に、そのような問題の解決のために政策提案を行うのですが、政策提案のため

に何を大切に考えているのかなどの、基本的な立場について述べます。 

第３に、政策を具体的に主張します。 

 

第１に、政策提案を行わなければならない（社会的論争問題・社会的問題）につい

て述べますが、次のように解釈しています。 

 

 

 

 

第２に、基本的な立場について述べます。 

 

 

 

 

第３に、具体的に政策を主張します。その政策を名付けていうならば、

（         ）です。繰り返しますが、政策は（        ）です。 

では、それについて具体的に説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、問題の解釈、基本的なスタンス、政策の具体について述べました。 

これらの内容について、ご質問、ご意見をいただきたいと願っています。 

よろしくお願いします。 
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２ 相手チームの政策提案についての質疑と意見交換 

 

ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

問題解釈に 

ついての 

質疑と意見交

換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンスに 

ついての 

質疑と意見交

換 

 

 

 

 

 

 

 

（先攻チーム・後攻チーム）として、相手チーム（先攻チーム・後攻チーム）によ

る政策提案に対して質疑と意見交換を行います。よろしくお願いします。 

第１に、政策提案を必要とする（社会的論争問題・社会的問題）の解釈について質

問し、意見を交換します。 

第２に、政策提案を行う基本的な立場について質問し、意見を交換します。 

第３に、政策の内容について、質問し、意見を交換します。 

 

第１に、政策提案を必要とする（社会的論争問題・社会的問題）の解釈について質

問し、意見を交換します。先ほどの政策提案においては、次のように述べています

ね。 

 

 

 

 

 

このことについて、質問しますので、お答え下さい。 

 

 

 

 

 

（応答を得た後） 

では、意見を述べます。 

 

 

 

 

 

わたしたちの意見に対して、異なる意見があるならば、どうぞ述べて下さい。 

 

（相手の意見を得た後） 

第２に、政策提案を行う基本的な立場について質問し、意見を交換します。 

意見を交換します。先ほどの政策提案においては、次のように述べていますね。 
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政策について

の質疑と意見

交換 

 

 

 

 

 

 

 

おわりの言葉 

 

 

このことについて、質問しますので、お答え下さい。 

 

 

 

 

 

 

（応答を得た後）では、意見を述べます。 

 

 

 

 

 

わたしたちの意見に対して、異なる意見があるならば、どうぞ述べて下さい。 

 

（相手の意見を得た後） 

以上、問題の解釈、基本的な立場、政策の内容について質疑と意見交換を行いまし

た。これらの内容について、確認します。わたしたちの意見に対して、異なる意見

があるならば、どうぞ述べて下さい。 

 

 

 

 

 

以上で、（先攻チーム・後攻チーム）として、 

相手チーム（先攻チーム・後攻チーム）による政策提案に対する質疑と意見交換を

終わります。 

 

 

 

＊質疑と意見交換は、問題の解釈、基本的立場、政策の３つに対して必ず行うことが求められるのでは

ない。どの項目に対して、いくつの質疑と意見交換を行うかは、内容に応じて判断するべきであろう。 
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３ 論点明示と政策の再提案 

 

ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

質疑と意見交

換の振り返り 

 

 

 

 

 

論点の明示 

 

 

 

 

 

 

 

政策の再提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりの言葉 

 

 

（先攻チーム・後攻チーム）として、相手チーム（先攻チーム・後攻チーム）との

質疑と意見交換を生かして、重要な論点の明示と政策の再提案を行います。 

よろしくお願いします。 

第１に、先ほどの政策提案についての質疑と意見交換について振り返ります。 

第２に、それに基づいて、重要な論点を明らかにします。 

第３に、述べた重要な論点に応じて、当初提案した政策を見直し、再提案します。 

 

第１に、質疑と意見交換について振り返ります。先ほどの政策提案についての質疑

と意見交換は、次のような内容でした。 特に、対立や異論に注目して述べます。 

 

 

 

 

 

第２に、重要な論点について明らかにします。 

政策提案についての質疑と意見交換における内容からすれば、次のような対立や異

論を克服することが論点になっています。 

 

 

 

 

 

第３に、重要な論点に応じて、当初提案した政策を見直し、再提案します。 

 

 

 

 

 

以上、論点の明示と政策の再提案を行いました。これらの内容について、確認しま

す。 

 

 

 

 

 

最後に、対戦相手のチームのみなさん、審判、聴衆の方々にお礼を申し上げます。 

ありがとうございました。 
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決勝投票用紙 
 

 

目的について 

 本大会のディベートは政策提案型パブリック・ディベートと呼びます。パブリック・デ

ィベートでは、一般市民にも理解が用意で、好感を抱いてもらえるようディベーターが努

力する必要があります。そのため、難解な専門的文献からの引用を必要とせず、早口のス

ピーチも排除します。 

 このような市民の議論としてのディベート理念を聴衆の皆様にも共有してもらえれば幸

いです。大会を超えて、広く一般的コミュニケーションの場においても効果的なスピーチ

や議論の能力を培うよう努めていただくことを期待します。 

 

 

１ 試合評価（いずれか１つに丸をお付けください。） 

 

   ５（非常に優秀） 

   ４（優秀） 

   ３（平均的） 

   ２（劣る） 

   １（さらに劣る） 

 

 

２ 勝利チーム（いずれか１つに丸をお付けください。） 

 

   先攻チームの勝利       後攻チームの勝利 

 

 

 

※投票へのご協力、誠にありがとうございました。 

 

 

 

裏面アンケートへのご協力も、よろしくお願い申しあげます 
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2019/11/12 現在 

関連サイト一覧  

 

■今さら聞けない「パリ協定」 ～何が決まったのか？私たちは何をすべきか？～ 

 （資源エネルギー庁「スペシャルコンテンツ」） 

 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html 

 

■資源エネルギー庁「スペシャルコンテンツ」「地球温暖化・省エネルギー」 

 http://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/ondankashoene/ 

 

■パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 

https://www.env.go.jp/press/106869.html 

 

■エネルギー基本計画 （第５次エネルギー基本計画等） 

 http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/ 

 

■長期エネルギー需給見通し（平成 27 年 7 月 16 日：第４次エネルギー基本計画の方針に沿って決定） 

 http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/past.html#energy_mix 

 

■地球温暖化対策計画 

 https://www.meti.go jp/policy/energy_environment/global_warming/ontaikeikaku/ontaikeikaku.html 

 

■水素基本戦略 

 https://www.meti.go jp/press/2017/12/20171226002/20171226002.html 

 

※ 水素・燃料電池戦略ロードマップ 

   https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190312001/20190312001.html 

 

■「日本のエネルギー2015～2018」  (郵送した「日本のエネルギー2018」は 2019年 8月に改訂されています。) 

 （最新版はウェブサイトを確認してください。） 

 http://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/ 

 

■「平成３０年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書２０１９） 

http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/ 

 

■総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 

 https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/index.html 
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■資源エネルギー庁省エネポータルサイト 

 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html 

 

■「エネルギー革新戦略」 

 http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160419002/20160419002.html 

 

■省エネルギー技術戦略２０１６ 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/tech_str/2016/ 

 

■国の施策紹介「攻めの省エネ」 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/2016shoueneseisaku/pdf/001.pdf 

 

※動画あり https://www.youtube.com/watch?v=mFqNJAb9J34 

 

■「スマート・コミュニティ」 

※動画あり http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/smart_community/ 

 

■「家庭の省エネ徹底ガイド春夏秋冬２０１７」 

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/more/img/home-ecology.pdf 

 

■「省エネカタログ２０１８年冬版」 

https://seihinjyoho.go.jp/frontguide/pdf/catalog/2018/winter2018.pdf 

 

※ 省エネ型製品情報サイト https://seihinjyoho.go.jp/frontguide/catdl.html 
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