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（午後３時００分開会） 

○玉井課長代理 それでは、ただいまより「行動科学を活用した家庭部門における省エネル

ギー対策検討会」第５回を開催いたします。 

 本日は、巻口委員と薬師寺委員が御欠席となってございます。また、都の地域エネルギー

課長の倉田につきましても、本日欠席させていただいておりますので、玉井が倉田の代わり

を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、松橋座長、以降の進行をお願いいたします。 

○松橋座長 今日が５回目ということで最終回でございますが、昨年の後半から始まりまし

て、振り返りますと非常に密度の濃い検討会を進めてまいったような気がしております。 

 今日が最終回ということでまとめをしていかないといけないわけでございますけれども、

先生方からいろいろな御享受を賜ったということに関してお礼を申し上げたいと思いますが、

まずは、今日、しっかりと無事にまとめるというところを目指してまいりたいと思います。 

 早速でございますが、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○玉井課長代理 本日の資料は、席上にお配りしました資料１－１、資料１－２、資料２が

ございます。 

 資料等の過不足がございましたらお知らせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

○松橋座長 よろしいですか。 

 あと、参考資料がございますね。これは前回の議事録ですね。 

○玉井課長代理 そのとおりでございます。 

○松橋座長 よろしいですね。 

 ありがとうございます。 

 それでは、議事に入ってまいりますけれども、今日は報告書案のまとめが主たる議題でご

ざいます。 

 前回もいろいろな御意見、御議論を賜りまして、それに従って、適宜、加筆・修正を事務

局を中心にかけていただいたわけですけれども、変えていただいた内容につきまして御説明

をお願いいたします。 

 報告書につきましては、報告書（案）と、まとめて少し短くなった報告書の概要版の二通

りあるのですけれども、まずは報告書（案）につきまして、御指摘いただいて変えていただ

いた部分を御説明お願いいたします。 
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○玉井課長代理 資料１－１「検討会報告書（案）」について御説明させていただきます。 

 こちらの報告書（案）は、これまでの検討会での議論を取りまとめた内容を、検討会から

都に報告するものとなります。 

 第４回検討会におきましては、報告書の骨子案を御提示させていただきましたが、本報告

書（案）は、その際の議論や御指摘を反映させ、さらに、これまで各委員の皆様からいただ

いた御意見やアイデアを踏まえた家庭の省エネルギー対策における行動科学の知見を活用し

た応用例等を追記させていただいたものでございます。 

 前回からの変更点を中心に、報告書（案）の中身について御説明させていただきます。 

 1ページをご覧ください。 

 前回の天野委員の御指摘を踏まえ、パリ協定や大都市の役割等について記載し、都もその

規模に見合った責任と役割を果たすため、世界一の環境先進都市を目指すといったような内

容に変更させていただいております。 

 7ページをご覧ください。 

 第４回検討会におきまして、実証実験を実施した事業者の説明にございましたイギリスの

行動インサイトチームが提示しました行動科学に関するフレームワークでございます

MINDSPACEとEASTについて、新たに解説する項目を追記させていただきました。 

 14ページをご覧ください。 

 こちらでは、第２章でさまざまな文献や事例に基づき紹介しました行動科学的アプローチ

を、便宜的に11個のキーワードに整理させていただきました。これらのキーワードは、本検

討会のこれまでの議論で出されたものという観点から選び、整理してございます。 

 20ページをご覧ください。 

 例えばでございますが、20ページ下部の【フィードバック、タイムリー】のように、第４

回検討会でお示しした報告書骨子案でも墨付き括弧内であらわしていた行動科学的アプロー

チの種類を、先ほどの14ページで整理いたしました11個の行動科学的アプローチに再分類さ

せていただいたものでございます。 

 25ページをご覧ください。 

 こちらでは、第４回検討会で実証実験の事業者から報告のございました大学新入生向け省

エネ家電購入促進実証の要点を簡潔に記載させていただいております。 

 28ページをご覧ください。 

 第４回検討会で、薬師寺委員や山川委員からいただきました御意見をもとに、家電にAIが
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搭載されることによって、消費電力量が最適化される可能性があることや、消費者の価値観

が将来的に変わることで、家電を節電モードで出荷することも可能になるのではといった考

察を記載させていただいております。 

 28ページの一番下の部分から31ページにかけてでございますけれども、第４回検討会で実

証実験の事業者から報告のございましたソーシャルメディアによる若年単身向け省エネ情報

配信実証と電子チラシサービスによる家族世帯向け省エネ情報配信実証の要点を簡潔に記載

させていただいております。 

 32ページをご覧ください。 

 ここからは第４回検討会で、報告書骨子案を御議論いただいた際には見出しだけしか記載

のなかった第５章を、これまでの議論を踏まえて追記してございます。 

 第５章は、大きく分けて３項目ございます。 

 １つ目でございますが、32ページ「5.1 具体的対策を実施する際に確認すべきこと」をご

覧ください。 

 こちらは、第４回検討会で議論になりました行動科学を具体的対策に活用する際に注意す

べきことについて記載させていただいております。 

 要点といたしましては４つございまして、アプローチ手法がしっかりとしたエビデンスに

基づいているかどうか。どのような行動をとるかについての最終的な選択肢を消費者側に残

す設計となっているかどうか。役立つ可能性が最も高く、害を加える可能性が最も低い手法

をとっているかどうか。消費者保護の観点などから、適正な情報提供となっているかどうか

について確認すべきと記載させていただきました。 

 第５章の２つ目の項目といたしましては、35ページから始まります「5.2 家庭の省エネル

ギー対策への応用」をご覧ください。 

 こちらでは、これまでの検討会での議論を踏まえ、家庭の省エネルギー対策における行動

科学の知見を活用した具体的な応用例を、行政の関わり具合に応じて分類し、17案、提案さ

せていただいております。 

 「行政が主体となって実施する対策」として６件、「行政が調整役となって事業者に働き

かける対策」として５件、「行政が事業者と連携して実施する対策」として６件を提案させ

ていただいております。 

 第４回検討会で御議論いただきました報告書骨子案では、東京都の家庭の省エネルギー対

策への提案という位置づけでございましたが、これらの提案につきましては、東京都だけで
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はなく、都内の区市町村等でも大いに活用できる内容であることから、東京都に限らず、都

内各自治体等に対する提案という位置づけに変更させていただいております。 

 17案ある提案のそれぞれを説明することは、時間の都合上、控えさせていただければと思

いますが、それぞれの提案は「課題」「活用する行動科学の知見」「提案概要」から構成さ

れております。 

 最後に、55ページをご覧ください。 

 「5.3 おわりに」として、本報告書の意義と今後への期待を示しております。 

 意義としましては、「行動科学の概念を整理し、行動科学の知見を具体的に活用した例を

提案するなど、国や他の自治体にとっても非常に有益なものであり、日本全体の省エネルギ

ー対策の底上げに大いに貢献する可能性があること」と示してございます。 

 今後への期待としましては、東京都においては、「今回提案した対策の具体化に向けた検

討を進めること。都内の各自治体等が施策立案を行うに当たっても、行動科学の知見を活用

できるよう、本報告書を積極的に周知すること」と示し、本報告書の結びとさせていただい

ております。 

 資料１－１の検討会報告書（案）の御説明は以上でございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 御説明いただいたように、御指摘を踏まえまして加筆・修正していただいたものが大分ご

ざいますので、非常に充実していて、しかも、長過ぎることもなく、非常に読み応えのある

報告書になっていたかと思います。 

 この内容につきまして、さらに御意見等がございましたら承りたいと思います。いかがで

しょうか。 

 追加の御説明をお願いいたします。 

○玉井課長代理 資料１－２についても御説明させていただきます。 

 こちらの資料は、報告書（案）について議論をいただきたいことをまとめた資料でござい

ます。 

 御議論いただきたいことは４つございます。 

 １点目が、第２章「行動科学の知見を省エネルギー対策へ活用する際の観点について」の

追記箇所についてでございます。 

 先ほど御説明させていただきました 

・2.4 イギリスの行動インサイトチームが提示したフレームワーク 
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・2.6 本検討会で扱う行動科学の概念と領域 

について、行動科学的アプローチの整理方法が適切であるかどうかの観点から御議論いただ

ければと思います。 

 ２点目といたしましては、第４回検討会にて議論に上がりました、第４章「4.8 省エネ行

動をしてもらえない」部分の記載内容についてでございます。 

 こちらの記載内容について問題がないか御意見をいただければと思います。 

 ３点目といたしましては、第５章「まとめ：具体的対策への応用に向けて」についてでご

ざいます。 

 「5.1 具体的対策を実施する際に確認すべきこと」の記載内容に対する御意見及び「5.2 

家庭の省エネルギー対策への応用」への追加的な御意見等がございましたら、ぜひとも頂戴

できればと思います。 

 最後に、これまでの議論を通して、その他に追記すべき事項について何かございましたら

御意見をいただければと思います。 

 なお、本日欠席の薬師寺委員と巻口委員からは、事前に報告書（案）に関しまして、特に

御意見がないとお聞きしております。 

 資料１－２の御説明は以上になります。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 資料１－２で追記訂正したところを示していただいておりますので、資料１－２をご覧い

ただきまして、もう一遍、今、御説明いただいた箇所について、個別に見ながら御意見があ

りましたら賜りたいと思います。 

 まず、資料１－２の（１）です。「行動科学の知見を省エネルギー対策へ活用する際の観

点について」で追記していただいたところとして、報告書（案）の８ページのMINDSPACEとか、

EASTとか、イギリスの例等を括弧内にくくって示していただいたところ、それから、それら

をまとめて、14ページの表５に行動科学的アプローチのキーワードとして11項目を入れてい

ただいた。このあたりについて御意見を賜れればと思いますが、いかがでしょうか。特に問

題ないですか。 

 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 ４ページ、第２章の行動科学の概要の最初のところで「行動科学とは」と定義

があるのですけれども、これが最初に出てきたときも少し気になってはいたのですが、「行

動科学とは人間の行動や意識を理解し、行動変容を促す学際的研究である」。これだけを見
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ると、行動変容を促すというのが最終的な目標であるかのような表現になっているように思

えるのですけれども、この提示の出典はどこであるかとか、あるいはこの検討会で、この定

義が適切であるかどうかということには少し違和感を覚えました。 

 行動変容というのは、望まれない行動の場合は変容すべきですけれども、既に適切な行動

がとられている場合は変容したらまずいわけで、行動の維持とか、あるいは変容。これはも

うちょっとまとめて考えると行動をコントロールするということになると思うのですけれど

も、行動を理解したり、制御、コントロールしたりとか、そういったことを学際的に考える

分野であるということだと私は理解していますので、ちょっと細かな指摘かもしれませんけ

れども、行動科学にかかわる、およそ広い、いろいろな学問分野の協力を今後得ていく上で

は、特定の問題、観点だけを行動科学とするのではなくて、広く捉えて、その中で特に注目

すべきところはどこか。それは省エネ行動が実際に起こっていない、求められる行動変容を

起こすためにはどうしたらいいかというところに、特に焦点を当てているのだということが

わかるような形にしていただけたらということを思いました。 

 以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 確かに御指摘のとおりかと思いますが、今の点についてはよろしいですか。皆様、特に御

異存等はございませんか。 

 もしございませんようでしたら、確かに御指摘のようなことだと思うので、「行動科学と

は、人間の行動や意識を理解するための学際的研究であり」として、「本検討会では、この

行動科学の知見を踏まえて、省エネルギー対策に向けた行動変容を促すことを検討している」

とか、そんな文章でよろしいですか。そのように修文をお願いできればと思います。 

 ありがとうございます。 

 他はいかがでしょうか。 

 山川委員、どうぞ。 

○山川委員 細かいところで申しわけないのですが、この報告書をいろいろな方がご覧にな

るという視点で拝見したときに感じているのですが、８ページと14ページがちょっと場所が

離れていることもあって、14ページだけを見ると、例えば「メッセンジャー」というのが、

「Messengerの意味として使用」と書いてあるのですけれども、「Messenger」は何だろうか

というのを探さないといけなくなってしまいます。まとめるか、もう一回、14ページで「メ

ッセンジャー」の意味を書いていただけると、いろいろな人にわかりやすくなって大変いい
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と思います。 

○松橋座長 そうですね。 

 それから「限定合理性」から「フィードバック」までが「－」になっているのは、どうい

う意味なのでしょうか。他で説明してあるから必要がないという意味ですか。 

○玉井課長代理 右の欄は備考となってございますので、特に付記するものがないのではな

いかということで、今は入っていない状態でございます。他のキーワードとの関係性がある

ものについては、それを記載させていただいているという形になります。 

○松橋座長 確かに山川委員の御指摘にもあるように、１行か２行でいいから簡単な説明が

入っていたほうがありがたいですね。最後に、詳しくは何ページ参照とか。最低１行でもい

いから、ワードの説明が入り、その後ろに何ページ参照と入っていると、確かに読む人に対

してとても親切な気がします。 

 小川部長、どうぞ。 

○小川地球環境エネルギー部長 御意見ありがとうございます。 

 中で取りまとめをさせていただくときに、第５章で取りまとめをさせていただいた「活用

する行動科学の知見」にも、この言葉が入っていきます。今は行政との関わり方で３つに分

類してということを先ほど説明のときに述べさせていただいて、キーワードごとに整理をし

て17の項目を記載できないかという議論をしたのですけれども、キーワードそのものが非常

に多岐にわたる概念を含んでいるというので、それは私たちにはもう無理だろうと思いまし

て、役所の観点から３つに分類して記載いたしました。 

 ただ、概念をそれぞれのページに飛ばしておりますので、今、お話があった「－」で処理

してしまったところも含めて、少し言葉を補いながら、記載については、会が閉じた後でも

御助言をいただきながら整理させていただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

○松橋座長 ここに全部書いておく必要は全くないので、非常に簡単な言葉で構いませんの

で、ちょっと入れていただいた上で、何ページ参照みたいに入れていただけると非常にあり

がたいです。 

 山川委員、それでよろしいですか。 

○山川委員 お願いします。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 他はいかがでしょうか。資料１－２の（１）の付近については、そんなところで大丈夫で
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すか。 

 ありがとうございます。 

 続きまして、（２）です。第４章「省エネ行動をしてもらえない」部分の記載内容ですが、

１つは、24ページ「4.4 買替時に省エネ型供機器を選択してもらえない」という課題につい

ての記述。もう一つは、28ページ「4.8 省エネ行動をしてもらえない」というところ。ここ

に２カ所記載を加えているのですけれども、このあたりの書きぶりについていかがでしょう

か。 

 天野委員、お願いします。 

○天野委員 書きぶりの前に、課題の表記の仕方の御相談なのですけれども、「してもらえ

ない」という表記が、心情的にはよくわかりますし、押しつけや強制にならないようにとい

う意図もわかるのですけれども、2012年に消費者教育推進法ができて、消費者市民社会の形

成ということで、消費者も市民の主体の一つとして環境に取り組んでいくということが明記

されていますので、「してもらえない」というと客体になってしまって、ちょっと気になる

のでもうちょっと工夫できないかなということです。 

○松橋座長 消費者教育基本法というのがあるのですか。 

○天野委員 消費者教育推進法というのがありまして、今までは、消費者が被害に遭わない

ように情報提供したり、勉強しましょうということだったのですが、これからは自分が被害

に遭わないだけではなくて、持続可能な社会の形成に向けて市民性を発揮するというか、市

民として消費者市民社会の形成というか、持続可能な社会の形成に、主体としてかかわって

いくための消費者教育が必要だということになりましたので、できればちょっとそんなとこ

ろです。 

○松橋座長 非常に大事なことだと思うのですが、その精神を踏まえると、何か適切な表現

はございますか。「買替時に省エネ型機器を選択」。 

○小川地球環境エネルギー部長 「選択されていない」ということなのだと思うのですけれ

ども、行動科学っぽくないなと。 

○松橋座長 「買替時に省エネ型機器が選択されていない」だと大丈夫ですか。 

○天野委員 「しない」だと、ちょっときついですかね。 

○小川地球環境エネルギー部長 「選択されない」でしょうか。「しない」というと、ちょ

っと。 

○髙橋委員 「消費者」を主語にするということなのでしょうか。 



9 

 

○天野委員 「もらう」というのはお願いになる。 

○髙橋委員 「もらえない」というのは、我々が主語ですよね。 

○松橋座長 消費者が主役である。「買替時に省エネ型機器を選択していない」。 

○天野委員 私も悩んでいて、いい言い方がないかなと。 

○松橋座長 「選択を躊躇する」とか。「躊躇」ではない。 

 何かうまい表現はないですか。 

○小川地球環境エネルギー部長 行政的にいえば、先ほど申し上げたとおり、「買替時に省

エネ型機器が選択されていない」というのがなじみやすい語感かなと思います。 

○松橋座長 普通の表現ですね。それだと、確かに受け身の表現ではあるけれども、事実を

言っているだけだから、さっきの消費者教育推進法の精神に反しているというわけではない

ですね。 

○髙橋委員 現象ですね。 

○松橋座長 現象です。どうでしょう。若干おもしろみには欠ける表現なのですけれども。 

○天野委員 なので、御相談と言わせていただいたのです。 

○松橋座長 いかがでしょうか。難しいですね。 

 コピーライターの方とかだと、何か思い浮かぶかな。 

 おもしろみはともかくとして、「買替時に省エネ型機器が選択されない」か、「買替時に

省エネ型機器を選択しない」か、このあたりでしょうか。 

 行動科学を踏まえて、いろいろなチラシとかで少しこちらが誘っている部分もある。だか

ら、どちらかというと、東京都の立場を踏まえて言うと、「してもらえない」というとあれ

なのだけれども、「されない」というのが、今回の検討会の流れとは合っている感じがする。 

 天野委員、いかがですか。 

○天野委員 余りにも客体になってしまっていなければ。いい言葉がないかなと、実はずっ

と悩んでいまして、それで御相談を。 

○松橋座長 確かに「してもらえない」というのは、若干卑屈だというか。 

○天野委員 お願い調なのですよね。 

○松橋座長 卑屈ではないのだけれども、そういうように聞こえてしまうおそれがあること

はありますね。 

○天野委員 そうですね。 

○松橋座長 「買替時に省エネ型機器が選択されない」にしますか。 
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 他はいかがでしょうか。この部分はよろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 資料１－２の（３）です。第５章「まとめ」の、ここは結構大きい部分なのですが、具体

的対策を17項目にわたって記載していただいた。 

 １つは、32ページの5.1のところです。確認すべきこと、注意すべきことということで、適

正な情報提供であるというステルスマーケティングの話であるとか、そのあたりの注意点が

若干書いてあって、35ページの5.2から、さっき申し上げました17項目がずっと書いてある。

行政の方が読むにも、この分野の研究の方が読むにもおもしろい情報になっていると思いま

すが、ここについてお気づきの点等ございましたら御意見賜りたいと思います。 

 和田委員、どうぞ。 

○和田委員 先日も議論になりましたステルスマーケティングの件なのですが、今回、実証

実験でやったものはPR表記などが入っていない形で実証実験をされたと思うのです。先ほど

のところにも、インフルエンサーマーケティングの適用可能性の検討が考えられるというよ

うな結論に至っていますけれども、これはあくまでもPR表記がなかった状態で実験をしてい

て、こういう結論に至っているわけですよね。ステルスマーケティングにならないようにや

った場合、明らかにこれは東京都のPRですよという形で投稿された場合の結論はわからない

わけですよね。 

 37ページのところには、「インフルエンサーを活用した省エネに関する情報配信を行って

いくことが望ましい」と書かれているのですけれども、望ましいかどうかはわからないと思

うので、もっと慎重にならなければいけないことなのではないかと思うのです。 

 ちょっと話がそれてしまうのですけれども、先日、豊洲市場のPRのために、インフルエン

サーを招いてツアーをやって、SNSとかに投稿するという試みがありました。あれは結構メデ

ィアとかに扱われて、行政がインフルエンサーマーケティングをすることが珍しいから取り

上げられたという経緯はあったと思うのですけれども、実際に本当に効果があったのかどう

かというのは、正直言って、PRの投稿、インフルエンサーが投稿したものがすごく拡散した

かというと、かなり微妙な結果だったのです。そういうこともあります。 

 あれは明らかなステマにならないように、PRとか、プロモーションですよというハッシュ

タグなどをつけて投稿していたので、この実証実験でやったものとは違う結果になる可能性

も非常に高いと思うのです。 

 もとからひっくり返してしまうようなことを言ってあれなのですけれども、望ましいとし
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てしまうのはちょっと不安があるというか、心配なので、そこの書きぶりだったり、今後の

方向性だったり、そういったところは慎重になったほうがいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○松橋座長 今のことに関連する御意見ですか。 

 西尾委員、お願いします。 

○西尾委員 本日は、遅れまして申しわけございません。 

 私も、今、和田委員と同じことを申し上げようかと思っていました。 

 5.2以降は、アイデアとしては、今回、こういう形で17個考えられたというのは興味深いな

と思って拝読しました。 

 他方で、効果があるかないかとか、あるいは適切かどうかというところは、もう何段か議

論が必要なところが散見されるかなと思ったところです。 

 こうしたら誤解がない形で、今後、いい形で読まれていくかなと思いますのが、恐らく２

つありまして、一つは、まさに和田委員がおっしゃったような「望ましい」「べきである」

「重要である」とか、何か判断を挟むようなキーワードは、一通りチェックされたほうがよ

ろしいかと思います。 

 もう一つが、5.2のタイトルが「家庭の省エネルギー対策への応用」、あるいはそれぞれの

表において、例えば35ページ目でいいますと「提案概要」、ここら辺は、アイデアというキ

ーワードあるいはそれに準じたような、提案というと、やってください、応用というと、こ

れを使ってくださいという形だと思うのですけれども、こういうアイデアを考えてみました

というのを明示的に言葉で表現されたほうがよろしいのではないかと思いました。 

 そういう言葉が散りばめられているだけでも、読まれている方が、こういう考え方がある

ね、でも、ちょっとまだわからないところもある、しかとインフルエンサーが正しいかどう

かも考えながらやらなければいけないなという形で読まれていくことで、いいものにつなが

っていくのかなと思った次第です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今の和田委員、西尾委員の御意見に関連して、他に御意見はございますか。 

 確かに御指摘の点も理解できるところではあるのですが、今の御趣旨を踏まえると、例え

ば5.2の節のタイトルですが、西尾委員のお考えとしては、例えば「家庭の省エネルギー対策

への応用例」とする感じですか。 

○西尾委員 「応用アイデア」とか。つまり、応用という形で、これを使ってくださいとま



12 

 

で言い切れるかどうかというところは、もう少しきちんと議論したほうがいいかなという気

はします。 

○松橋座長 あくまで現時点での検討をした例ですよということですね。「応用アイデア」。 

○西尾委員 アイデアでなくてもいいのですけれども、もう少しいい言葉があれば、それで

もいいと思います。応用といった瞬間に、これはもう完成形ですというニュアンスがあるか

なという気はします。 

○杉浦委員 「応用可能性」みたいな。 

○西尾委員 そうです。例えば「可能性」とか。 

○松橋座長 なるほど。「応用可能性」として、中に、これまで出てきたような案を散りば

めたのですよ。しかし、決定版というところまでで深くやったわけではないからという感じ

ですね。確かに「応用可能性」とする手はありますね。 

 いかがですか。「応用可能性」でも、東京都さんは大丈夫ですか。弱いということはない

ですか。 

○玉井課長代理 大丈夫です。 

○松橋座長 よろしければ「応用可能性」とさせていただいて、その中が「望ましい」「望

ましい」と書くことが、必ずやったほうがいいという響きになって、和田委員が御心配され

ているステルスマーケティングの問題とか、検討を要すべきことが含まれているので、「望

ましい」という表現をもう少し慎重な表現に変えたほうがいいということですね。 

 例えば最初の「１）広報物への行動科学の活用」だと、「積極的に活用していくことも一

案である」とか、何かいかにも逃げているような表現ですけれども。 

○西尾委員 文章一つずつで、全部を全部、「可能性も」「可能性も」といくと読みづらい

こともあると思うのです。「ことが望ましい」を消した場合に、「提案概要」というところ

は「応用可能性」と素直にすれば、そこにはその判断は挟まっていなくて、こういう活用も

あるよねというように読んでくださると思うのです。 

 このページでいうと、「望ましい」「提案する」「重要である」「記載すべきである」、

ここら辺のところをニュートラルに表現されると、言っていることは同じでも、読んでいる

方にきちんと判断を委ねる。委ねるというのは無責任な意味ではなくて、そういうこととし

て受けとめていただけるのではないかと思います。 

○松橋座長 具体的に、例えば「望ましい」にかわる、うまい、ニュートラルな表現はあり

ますか。私は「活用していくのも一案である」ぐらいしか思い浮かばない。 
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○西尾委員 済みません。ここの「望ましい」が例として悪かったです。 

 インフルエンサーのところで「望ましい」となるとちょっとどきっとすると思うのですけ

れども、「行動科学の知見を積極的に活用していくことが望ましい」は大丈夫だと思います。

済みません。私の例が悪くて、変なところで悩ませてしまったなと思います。 

○松橋座長 さっきのインフルエンサーのところは特に要注意だから、「ソーシャルメディ

アにインフルエンサーを活用した省エネに関する情報配信を行っていく」。 

 和田委員、何か適切な表現はございますか。 

 「ソーシャルメディアにインフルエンサーを活用した省エネに関する情報配信を行ってい

く手法が考えられる。その際はステルスマーケティング等にならないよう、各媒体の利用規

約や業界団体等が提示しているガイドラインを順守するべきである」だと、いかがでしょう

か。 

○和田委員 いいと思います。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今の提案等について、他はいかがでしょうか。 

 確かに、ここが非常におもしろいのです。しかし、全ての長所や欠点がきれいに究明され

て自治体がとり得る施策として完璧にまとまっているというところまではいかない。恐らく

これは、これからいろいろな機関が研究したり、自治体が参照するでしょう。その中で、い

ろいろな課題も上がってくるでしょうし、評価が定まってきて、特にこれは自治体がとる施

策として、何番目は非常にいいとか、そういうのはだんだんと定着してくるだろうと思われ

ますので、御心配の向きについては確かに御指摘のとおりと思います。 

 何かございますか。 

○熊谷委員 今のところというか、第５章についてのことでもよろしいですか。 

○松橋座長 はい。 

○熊谷委員 意見が２つございまして、１つ目は5.1のところで、前回の議論でもかなり盛り

上がった重要なことが書いてあるかと思うのですけれども、ぱっと読んで理解するのが難し

い内容になっているように感じまして、拝見をして、恐らく脚注にある53番の環境省第１回

日本版ナッジ・ユニット連絡会議の資料を見ると詳しくわかるのだろうなという感じを受け

たのですけれども、それが脚注まで見ないと伝わらないので、もし本文中に少し書き足すこ

とができるようであれば、この参考資料をもうちょっと強く言ってもいいのかなと思いまし

た。 
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 33ページ、34ページにそのスライドを載せていただいているのですけれども、スライドで

端的に書かれているので、本文がないと、このスライドの内容をはっきり理解するのは難し

いなと感じました。スライドの説明を全部足すというのは難しいかと思うので、本文中にこ

こを参照してくださいというのを明記すると、理解しようとした人がどうしたらいいかわか

りやすくなるのかなと思いましたというのが１点です。 

 続けてしまってよろしいですか。 

○松橋座長 ２点目もお願いします。 

○熊谷委員 ２点目、42ページなのですけれども、以前、私がコメントしたものに対して案

をつくっていただいてありがとうございます。 

 拝見しまして、私の意図したところとちょっとずれている部分があったのでコメントさせ

ていただきます。 

 ここに書かれているものを読むと、小学生が省エネ家電に買い替えするメリットを新聞で

伝えるということになっているのですけれども、その形だと、やってほしいという広告塔に

小学生になってもらっているみたいな、ちょっと気持ち悪さを感じてしまう気がするのです。 

 この活動をすることの最終目標は、家庭で買い替えをしてもらうというところはオーケー

だと思うのですけれども、新聞自体は買い替えようというアピールをするよりも、まずは小

学生とその家庭が、家で使っている家電に目を向けるということと、家で使っている家電の

消費電力などを具体的に調べるというところを第１目標というか、まずは知るというところ

を目標に掲げた新聞をつくるというものにしたほうがいいのではないかと思います。 

 省エネについて壁新聞をつくるみたいな機会は、小学生であることもあるとは思うのです

が、一般的に言われている情報をまとめて書くということはあっても、実際に自分のところ

を調べるというところまで一歩踏み込むことは余りないと思うので、自分の家庭の家電製品

を調べるというのが入っているだけでも、既存のものというか、よくあるものよりも一歩踏

み込んだものになるのではないかなという気がしています。 

 私がお伝えした重要な点としては、それを小学生だけがやって終えるという形ではなくて、

家庭も巻き込んで、親とか、祖父母も巻き込んで課題に取り組むことで、行く行くは家電の

買い替えについてその家庭で話し合われるような環境ができて、その家庭の判断によって買

い替えが進むこともあるのではないかという思いで言ったものです。 

 例でつくっていただいた新聞の中でいいなと思った点が１個あったので、それもお伝えし

ます。 
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 冷蔵庫とか、エアコンのところに「たくやが生まれた年に買う」みたいに、おうちのスト

ーリーが中に書かれているので、そういう部分に、親との交流があって、一緒に考えてこの

新聞がつくられている感が出ているのはすごくいいなと思いました。 

 以上です。 

○松橋座長 御指摘の点は何となく理解したのですが、最終回なので具体的に修文を考えて

いかないといけないと思うのですが、どのあたりを。 

○熊谷委員 １行目の「最新の省エネ家電に買替することのメリットを都民に啓発するため」

という部分が、「買替することのメリットを都民に啓発するため」というよりは、「自身の

家庭の電気製品について考えを深めるため」というような、うまく言えていないのですけれ

ども、そういうニュアンスに変わるとよい。 

○松橋座長 「都民が」でしょうか。「啓発」でなくて、「都民が最新の省エネ家電に買替

することのメリットを知覚するため」。 

○熊谷委員 買い替えするメリットは、最初に出てくるよりも、最後の段落で「このような

取組を実施することで」の先にあることなのではないかと思うのです。 

 最初の段階では、「課題」の３つ目【情報の不足・省エネ知識への不足】に対する施策。 

○松橋座長 具体的な文章を、なるべく御提案いただきたいのです。 

○熊谷委員 最初は「○○するため」に揃えたほうがいいのですか。 

○松橋座長 御趣旨の点が十分伝わることを第一に考えていただいたらいいのですが。 

○熊谷委員 そうであると「夏休み等の時期を狙い、小学生に家電の買替を促進する新聞」

ではなくて、「小学生に自宅の家電の消費電力について調べてもらう新聞を作成してもらう」。

「してもらう」が続いてしまいましたが。 

○松橋座長 「家電の電力消費量を」。 

○熊谷委員 「調べ、省エネについて考える新聞」のようなところでしょうか。 

○松橋座長 「消費電力量を調べ、買替について調べる」。 

○熊谷委員 「買替」というより「省エネについて」でいいと思います。 

○松橋座長 「省エネについて調べる」。 

○熊谷委員 はい。 

○松橋座長 「省エネについて調べる新聞を」、事務局、よろしいですか。なるべく、今、

仕上げてしまわないといけないから。 

○小川地球環境エネルギー部長 座長、よろしいですか。 
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 買い替えを促進したいという筆者の強い思いがこの文章にあらわれていると思っていまし

て、今の熊谷委員のお話は事務局としては十分理解したつもりでございますので、座長と委

員と事務局でこの部分については預かられていただいて、ちょっとお手間をかけて申しわけ

ないのですけれども、後から一度、添削していただくようなこともお願いせざるを得ないか

もわからないのですが、座長預かりで、先生と事務局で時間をとらせていただいてひねって

もよろしいでしょうか。 

○松橋座長 それは構わないのだけれども、熊谷委員が納得する文章になるかどうかはわか

らないので、それをちょっと心配している。 

○小川地球環境エネルギー部長 委員と事務局で、まず、こんな文章はどうでしょうかとい

うことを確認いただいた上で、座長のほうに御相談申し上げるというのはいかがでしょうか。 

○松橋座長 わかりました。 

○小川地球環境エネルギー部長 かなりここは手を入れないと、小学生の新聞を使って、家

庭で省エネ家電の買い替えを進めましょうみたいな論調に全体がなってしまっている。 

 そこはくみ取り切れていなかったところがあると思います。申しわけございません。 

○松橋座長 そういうプロセスでよろしいですか。 

○熊谷委員 ありがとうございます。 

○松橋座長 そのようにさせていただきます。 

○小川地球環境エネルギー部長 お手間をかけて申しわけないのですけれども、よろしくお

願いいたします。 

○松橋座長 それでは、前半のほうです。 

 要は、環境省のナッジ・ユニットのリファーしてあるのはいいのだけれども、リファーさ

れている中身が文章に十分あらわれていないという御指摘ですよね。ここの53番。 

○熊谷委員 先ほど申しましたことをもう一度お伝えしますと、このスライドの内容がわか

るように文章にするのは難しいと思うので、参照すべきところをよりわかりやすく明記して

いただくとよいのかなという感じです。 

○松橋座長 参照すべきところというのは。 

○熊谷委員 53番で書かれているものが参照先として適切だと私は読み取ったのですが、そ

れで正しければ、そのことがよりわかりやすくなっていると理解の助けになるかなと思った

のです。 

○松橋座長 「資料53によると」と書くのではなくて、具体的には資料53の何ページのこう
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いうところという話ではない。 

○熊谷委員 本文の中で言及してもいいのかなと。２段落目の「次に」から始まる段落の最

後などで、「このような会議で検討もされているので」という一言を入れる。 

○松橋座長 脚注に、詳しくはナッジ・ユニットの連絡会議の資料を参照と書いてある。こ

れを本文中に入れるということですか。 

○熊谷委員 本文にあるとより伝わるのかなと思ったのですが、文章をつくる習慣などにも

より、いろいろだと思うので御検討いただければ。 

○松橋座長 それだけで大丈夫ですか。 

○熊谷委員 もうちょっと踏み込めるのであれば踏み込んでいただきたいですが、どうでし

ょうか。 

 私自身が、32～34ページを読んで、なかなか内容を把握し切れなかったので、より把握で

きるようにするにはどうしたほうがよいのかなというのを考えての発言でした。 

○松橋座長 「役立つ可能性が最も高く、害を加える可能性が最も低い手法を採るようにす

ることも設計の際には注する必要がある」で、「ナッジ・ユニットの連絡会議の資料が参照

されている」と。 

 具体的に、役立つ可能性が最も高いとか、害を加える可能性が最も低いという選択の内容

まで、ちょっと入ったほうがいいということですか。 

○熊谷委員 本文中には、その一文にかかっているのですが、33ページ、34ページの内容は、

それ以上のことが書いてあるような気がするのです。 

○松橋座長 これはパワポなのでしょうか。33ページ、34ページで引用されているのは、ナ

ッジ・ユニットの会議のパワポが公開されていて、それを張りつけてある感じですか。そん

なことですね。 

○玉井課長代理 そのとおりでございます。 

○松橋座長 このパワポは、かなり突っ込んだ内容ですね。 

○玉井課長代理 事務局から一つ提案がございまして、例えば今の5.1のところで、先ほど脚

注で入っているところを、逆に、33ページ、34ページのスライドの番号が図25～27を指すよ

うな形で表現するというのはいかがでしょうか。このスライドを見てくださいというような

形です。 

○松橋座長 このスライドを見てください。53の脚注を外す。 

○熊谷委員 このスライドを見てくださいというのもわかりやすくなると思いますが、この
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スライド自体が結構難しい内容に思えるのです。 

○松橋座長 単なるリファーなのか、ここから特にくみ上げたいものがあるのですか。この

スライドの中で、これだけは都としてはやらなくてはいけないと。これ全体を。 

 最後のものなどは、リチャード・テイラーとサンスタインの主張からの考察。かなり専門

的な話が書いてあって、「透明性を高め、説明責任を果たすことが重要」。余りこの議論は、

この中ではやっていない。透明性を高めるということは確かにしているけれども。 

 これだけの情報をぼんぼんと張りつけた意図が、いま一つわからないです。 

○玉井課長代理 事務局から補足説明をさせていただきますと、33ページ、34ページは国の

ナッジ・ユニットの資料そのものでございます。 

 国の資料でございますので、その中で、特に東京都として、この部分が地方行政の場合は

大切だろうということで抜粋したものを本文の中に文章として入れたというような形になっ

ております。 

○松橋座長 もしそうだとすると、例えば図25となって、ナッジ・ユニットのこういうとこ

ろを抜粋、ここから特に、この点に注意しなければいけないとか、１～２行、そして、図26

では、特にここを踏まえなければいけないとか、単にぼんぼんと引用して切り張りするだけ

ではなくて、ここから都としては、この点に特に注意していますみたいなことがあるのかな

と思うのですが、その辺は何かあるのですか。というより、ここで言われている全体を受け

て、5.1の、32ページ全体にかかっているような感じなのか。特に、この一枚一枚で、何かが

言えるわけではない。 

○小川地球環境エネルギー部長 取りまとめ方法ですので、これがいいのか、悪いのか。 

 33ページ、34ページのスライドが53の脚注の中身の一部なのだと思いますけれども、この

スライドを載せてしまうことで混乱するのであれば、脚注だけに全て委ねてしまって、スラ

イドはきれいさっぱり、御関心のある方は、検討会の資料はここですのでということで、5.1

が、まさにその中からエッセンスとして取り出した、東京都として必要だろうと。 

 記載そのものは相当難しいし、わかりにくいところは確かなのですが、さりとて、これ以

上、簡単に表記ができるのかというのもなかなか難しいところもあるかと思っていまして、

32～34ページのつながりがわかりにくいということであれば、思い切ってスライドを落とし

てしまうというのも整理の仕方だけでいえばあり得ると思う。 

○松橋座長 むしろ、そのほうがいい。 

 この図から私たちはこれをくみ上げたとか、そういうことでなければ、あるとかえって、
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テイラーとサンスタインとは何だっけというところに、確かに余計なあれが向く。もっと深

く知りたい人は、参考文献のナッジ・ユニットのものを勉強すればいいということで、むし

ろ文章だけで、熊谷委員の御提案は脚注に入れていたものを、文章として、文献53では環境

省が、確かに国の施策としてナッジの予算を立てているのは、これが多分、日本で最初なの

です。かなり大々的にやっているから有名ではあるのです。だから、それを本文中に持ち上

げても私はおかしくはないと思います。 

 それで大丈夫ですか。 

○熊谷委員 妥当なところだろうと思います。 

○松橋座長 内容は確かに簡単ではないのですけれども、そんな形にして、図のほうは思い

切って落としてしまうということでもよろしいですか。 

○小川地球環境エネルギー部長 はい。 

○松橋座長 そのように対応させていただきます。ありがとうございます。 

 あとはよろしいですか。（３）、17の施策のあたりで。 

 西尾委員、どうぞ。 

○西尾委員 先ほど5.2のところで、一般論として表現のところを精査していただければと申

し上げて、小川部長からも、この後にそうしたことをされるということで理解いたしました。

なので、そこの部分は繰り返しませんが、内容として合っているかどうかというところでち

ょっと確認なのですけれども、36ページ目、右下のほう「ただし、電気料金やガス料金に換

算する際は、エネルギーの小売自由化を踏まえた料金を記載すべきである」。 

 お客さんにとって、実際の料金を反映するほうがわかりやすいというのはそのとおりだと

思うのですが、御存じかと思いますけれども、実際には、省エネ製品の効果などは家電の公

正取引協議会の27円という単価を使うということになっていたりします。それはたしか2014

年に決められたものですけれども、そこら辺との兼ね合いで、「記載すべきである」という

のは、一般的には、このレベルではむしろ誤解がないように、そうした決められたものを使

うというのが、今の理解なのかなと思っています。それは表現の話ではないところなので、

申し上げる次第です。 

○松橋座長 家電の公正取引法取引というので、27円を使えというのが決まっているわけで

すか。 

○髙橋委員 その協議会は私も参加しているのですけれども、景表法に基づく公正取引協議

会です。電気製品に関して、メーカーさんとかがパンフレットをつくったときに、公正な競



20 

 

争をしていこうということで、こういう基準ではかったものを使いましょうということで取

り決めているものです。それぞれ違った測定の仕方で、うちのほうが効果がありますとか、

そういうことでは消費者の皆さんも誤認しますので、誤認しないようにということで協議会

で取り決めをしている数字です。 

○松橋座長 エネルギーの小売自由化を踏まえた料金というと、西尾委員が心配されている

ように、別の話になってしまう可能性があるわけですね。小売自由化だったら、もっと安く

しているとか、うちの料金体系を使ってもらえばとか、何か違うものが出てくる。 

○西尾委員 家電製品の話ではないので、そのルールにのっとるかどうかという話はあるの

ですけれども、まさに巻口委員がお詳しいところですが、料金の比較をするところでは、料

金の切りかえの話はとても重要な話です。ただ、ここはあくまでも使用料を金額として実感

していただくというところなので、かえって情報のつくり方によって、出てくる金額が変わ

ってしまって混乱するよりかは、むしろその精神としては一般に言われているものを使われ

るほうが安心できるところだと思います。 

○松橋座長 要は、今、言われた家電公正取引協議会の値を使ってやったほうがいいという

話ですよね。 

○髙橋委員 電力料金はそのときのいろいろなファクターで、燃料調整費とか、いろいろな

ものが加わってきて、とり方によっては、いかようにも有意にとれるのです。比べるのであ

れば、そういうものを使用していくことが前提だろうと私も思います。 

○松橋座長 そうすると「ただし、電気料金やガス料金に換算する際は、家電公正取引協議

会の指針等に従って」、あるいは取ってしまう。 

○西尾委員 資料の趣旨としては、あるいは本来的にはわかりやすく伝えるとか、そういう

ところだと思うので、「ただし」以降はなくても、意図するところは十二分に伝わるかなと

思います。 

○松橋座長 そうですね。「ただし」以降は取ってしまいますか。 

 よろしいですか。 

○小川地球環境エネルギー部長 できるだけ正直にというか、いろいろな価格がある中で、

事務局としては、いろいろな料金を整理した上で、東京都としてデフォルトに使いましょう

という意図での「踏まえた」でございまして、今、御提案があったとおり、27円というデフ

ォルト値を使ったほうがよりベターだということでございますので、「ただし」以降を取っ

て、27円、これですというのを、表の下に出典として、注書きみたいな形で入れるのが一般
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的なやり方かなと思いますので、そんな取り扱いとさせていただきます。 

○松橋座長 よろしいでしょうすか。 

 ありがとうございます。 

 他に気になるところはございますか。 

 山川委員、どうぞ。 

○山川委員 52ページ「４）不動産事業者とデフォルトを活用した連携」のところで、家具・

家電付きの物件を扱っている実際の事業者を例に挙げていて、かつ、２段落目では、電気料

金を毎月定額で徴収しているという例も挙げておるのですが、家電付きということ、いわゆ

るテレビとか、冷蔵庫のように、一般的には居住者自身が買うようなものもついているよう

な物件を扱う事業者のことを想定して書いていると思われます。 

 これはこれで特に意見はないのですけれども、デフォルトで性能のいい機器を入れるとい

う提案ということであれば、特に家具・家電付きの物件に限定しなくてもよく、備え付けの

機器を対象にして、具体的には給湯器やエアコンも含めて、備え付けの機器をデフォルトで

よいものにかえていく、そういう取り組みを進めるという形でもよいと思いました。 

 その中で、家具・家電付きの物件を扱っているとか、料金を定額で徴収している例もある

ので、そういう事業者と連携をして、という形でまとめるほうが、将来的にいろいろな事業

者があらわれたときに、全体を指すようなことになっていいのではないかと思います。 

○松橋座長 デフォルトの扱いが。 

○山川委員 デフォルトの機器の話が、他のところに例として出ていなかったのも、今、申

し上げた背景にあります。 

○松橋座長 山川委員の御指摘は、何も家具・家電付きの物件にする必要はないではないか

と。 

○山川委員 電気に限定する必要もないかなというのもありました。 

○松橋座長 ここのデフォルトという意味は、もともと入っている家電が省エネ型だという

ことをデフォルトと呼んでいるわけですね。だから、このデフォルトはチラシの一番上に省

エネ家電を持ってくるというデフォルトではなくて、家電付きとか、ガス機器なども全部備

え付けのものに入ったら、それは全部省エネ型だという意味のデフォルト。 

 山川委員の御指摘は、そういうデフォルトではなくて、一般の、チラシのトップにという

ことを言いたいわけではないのですか。 

○山川委員 チラシのデフォルトの話は別のところで書いていただいています。備え付けの
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機器をデフォルトで省エネ性能の高いものにするための施策として書かれているのが恐らく

このページなので、それを家具・家電付き物件に限定して書かないほうがもっと広く捉えら

れていいかなという意見です。 

○松橋座長 家具・家電付き物件ではなくて。 

○山川委員 賃貸事業者で賃貸物件の備え付けの機器を省エネタイプにするような取り組み

も進めるという形にしていただいて、具体例として、今、書いていただいているような事業

者があるので、そういうところと連携して進める方法があるとした方がいいと思います。 

○松橋座長 今、言われたように、家具・家電付きの物件は賃貸事業者の備え付けの機器と

いうようにすれば、家電だけではなくてガスも入るし、灯油も入るし、何でも入る。エネル

ギーの使用にかかわるものは何でも入るからという御指摘ですね。 

○山川委員 はい。 

○松橋座長 そうしたら、家具・家電付きの物件というところを、今、言われたような賃貸

事業者の備え付けのエネルギー消費機器とか、そのように直せば意図がくめますか。それで

大丈夫ですか。 

○山川委員 そうですね。 

○松橋座長 そういうところでよろしいでしょうか。 

 対応がうまくいかなくて、済みません。よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 他はいかがでしょうか。よろしいですか。 

 （３）まではたくさん御意見をいただきまして、ありがとうございます。 

 その他、今、言われていない、議論していないところで何かお気づきの点はございますか。 

 特にございませんか。 

 もしございませんようでしたら、今、御指摘いただいたところを修文していくということ

で、場合によっては、委員の皆様と御相談しながら文章をつくるところもありますが、これ

については以上でよろしいですか。 

 続きまして、概要版につきまして、事務局から簡単に御説明いただけますか。 

○玉井課長代理 資料２「検討会報告書概要版（案）」について御説明させていただきます。 

 こちらは58ページございます報告書（案）を20ページにまとめさせていただいた資料にな

ります。基本的には、報告書（案）と同じ構成となっておりますが、できるだけコンパクト

な内容となるよう要点を絞って記載させていただいております。 
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 委員の皆様におかれましては、報告書（案）本体と比較して、重要な点が不足している等

ございましたらば、ぜひとも御意見いただければと思います。 

 なお、本日欠席の薬師寺委員と巻口委員からは、事前に報告書概要版（案）に関しまして

も、特に御意見はないとお聞きしております。 

 資料２の御説明は以上になります。 

○松橋座長 いかがでしょうか。 

 さっき出た御意見を踏まえますと、例えば14ページ、15ページの再生可能エネルギー機器

を導入してもらえないとか、省エネ行動をしてもらえないというところは少し表現を見たほ

うがいい。全部、選択してもらえないというようになっていますね。ここは少しおとなしい

表現にはなってしまうけれども、省エネ機器が選択されないとか、そういう表現に直したほ

うがよさそうですね。 

 それ以外に何か御意見はございますか。 

 17項目は、今度は項目だけになっている。それで、本編のページ数が参照されていますか

ら、ぱっと目を引く場合は本編のほうを見ていただくという形です。 

 特によろしいですか。もしこれが本当に内容をかいつまんで、さっと見て、非常に関心が

ある場合は本編のほうをご覧いただきたいということですから、本編のほうがきちんと直っ

ていれば、恐らく大丈夫なのだろうと思います。 

 今、御指摘いただいた皆様については、本編で御指摘した箇所が十分問題ないかどうかも

含めて見ていただきたいと思います。 

 特にございませんか。よろしいですか。 

 そうしましたら、本編について、今、いただいた御指摘を踏まえて、さらに修文させてい

ただくのですが、今回が最後ですので、一部修文について委員の皆様と、少し事務局との間

でやりとりをさせていただくところがあるかと思いますが、修文した内容を私と事務局でチ

ェックをさせていただいて、最後は事務局と私のほうに御一任させていただくという形にさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今日いただいた御指摘はいずれも非常に重要なことだと思いますので、御指摘につきまし

ては、よく踏まえまして最後の仕上げをさせていただきます。その上で、完成は３月の中旬

ぐらいという感じですか。 
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○玉井課長代理 ３月の下旬を予定しております。 

○松橋座長 そこで最終的にフィックスして、３月の下旬に東京都のほうから公表される形

になりますか。 

○玉井課長代理 そのとおりでございます。 

○松橋座長 わかりました。 

 都のホームページか何かに、これは掲載される形でしょうか。 

○玉井課長代理 そうなります。 

○松橋座長 そういうことですが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 報告書の仕上げについては、御案内いただいたとおりということにさせていただきますが、

今日が最後の検討会でございますので、委員の皆様から一言ずついただくということになっ

てございます。 

 杉浦委員からお願いしてもよろしいですか。 

○杉浦委員 今日の議論もそうですけれども、報告書としては大変いいものができつつある

のではないかと思いました。私自身、ここに参加させていただいて非常に勉強になりました

し、さまざまな視点が得られて、まさにこういうことを、ここで終わりでなくて、今後とも

続けていくことが大事かなと改めて思いました。 

 報告書を今後活用していくことが大事だと思いますし、東京都に限らず、これはいろいろ

なところで使えるものだと思いますので、ぜひこれを普及させていくというか、これを活用

してさらに修正を加えていくというか、それぞれの場面に応じて、工夫して活用されるよう

になっていくといいかなと。そのためには、さらに検討する場が持てるといいかなと思いま

した。ありがとうございました。 

○松橋座長 どうもありがとうございました。 

 熊谷委員、お願いいたします。 

○熊谷委員 私もこの場に立ち会わせていただいて本当に勉強になったなと思っています。

いろいろな分野の専門の方がいらっしゃっていたので、幅広い視点から物事を見られたので

はないかなと思っています。 

 この報告書ができるとほっとしてしまうのもあると思うのですけれども、報告して、普及

して終わりではなくて、ぜひとも東京都自身が、今、たくさん上がってきた案を使って、そ

れも安易に使うでもなく、使わずに寝かしてしまうでもなく、じっくりと使って、これが本
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当に意義ある活動になっていくのかを試しながら、実際に省エネに向けて動きを進めていっ

てもらえたらなと思っています。 

 ありがとうございました。 

○松橋座長 御指摘のとおりですね。ありがとうございます。 

 天野委員、お願いいたします。 

○天野委員 ありがとうございます。私も非常に勉強させていただきながら出席をさせてい

ただいたことを本当にありがたいと思っております。また、事務局の皆様には、非常に勝手

な意見を申し上げたこともあったと思うのですけれども、迅速にデータや文章に、適切に反

映していただいたり、資料準備をしていただいたと思います。 

 東京都で、この検討会の報告書に取り組まれる意義は、１つ目は、行動科学の知見を最大

限に活用することだと思いますが、さらにもう一つ、都として取り組むということは、取り

込まれるのではなくて、適切に活用するという視点で検討会を設けていただいたのだと思っ

ておりまして、その点でも報告書は多面的な視点を踏まえた先駆的な取りまとめにはなって

いるのかなと思います。 

 ありがとうございます。 

○松橋座長 どうもありがとうございます。 

 和田委員、お願いいたします。 

○和田委員 私も、いろいろと皆さんの御意見を聞けて、大変毎回勉強になりました。知ら

ないこともたくさんあって、個人的に参加させていただいてとてもよかったなと思っており

ます。また、事務局の皆様も、とても短い期間にこれだけのことをまとめていただくのは大

変なことだったと思うのですけれども、本当に御苦労さまでした。 

 この報告書も多分いろいろな自治体が参考にして、今後の活動に生きてくることと思いま

すし、こういったことを東京都自体で進めていくことは、それがお手本になって、また、広

く全国に広がっていくといいなと思っています。 

 どうもありがとうございました。 

○松橋座長 ありがとうございました。 

 山川委員、お願いいたします。 

○山川委員 私は幾つかの自治体の温暖化防止対策の検討会の委員などもやらせていただい

たり、自治体が主催の講演会に出向いたりすることがあるのですが、どこも家庭対策は本当

に困っていらっしゃるというのをいろいろ聞いております。そのような中で、東京都さんが
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いち早く行動科学を活用した家庭対策という形で検討会を立ち上げて、大変立派な報告書ま

でまとめていただきました。他の目標というか、他がいろいろ参考にするようなものになっ

たと思います。 

 ここで提案いただきました施策を実際の実行に少しでもたくさん移していただいて、家庭

対策、家庭の省エネが少しでも進むといいと思います。 

 大変勉強になりました。ありがとうございました。 

○松橋座長 ありがとうございました。 

 西尾委員、お願いいたします。 

○西尾委員 １年間どうもありがとうございました。とても印象的な取りまとめだったなと

感じています。 

 実証事業も、まさか自治体がランダム化比較対照実験をこれだけされるとは当初思ってお

りませんでしたし、今回の報告書も指南書的なところから始め、最後に議論がありましたけ

れども、17個のアイデアを御提示されているというのは、なかなか今までなかったことなの

で、今後、皆さんのお役に立つと確信しています。 

 私自身も国のナッジ・ユニット連絡会議に参加しておりまして、環境省の行動変容ナッジ

事業に関わらせていただいています。行動変容ということで、公益的なというところにお題

はあるものの、一つ間違えると、間違った情報提供、間違った変容をさせてしまうというこ

とがありますので、温かくも厳しい姿勢で臨んでいくと、私自身もそう思っておりますし、

東京都さんもそうした形で、今回、議論を深められたことはとてもいい機会だったと思いま

す。どうもありがとうございました。 

○松橋座長 ありがとうございました。 

 最後に、髙橋委員、お願いいたします。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

 私も、この検討会に参加の機会をいただきまして、委員としてお役に立てたかどうかとい

うのは甚だ疑問ではありますけれども、私個人といたしましては、大変勉強になりました。

有意義で貴重な知見をいただいたなと思っております。感謝申し上げます。 

 私ども事業者として、CSRといいますか、企業の社会的責任という観点から、経団連でやっ

ている低炭素社会実行計画ということを、毎年、環境省が中心になってフォローアップをや

っているのですけれども、私どもは流通の分野に属しているのですが、我々の家電店は家庭

の省エネに対する貢献といったことが必ず期待されております。 
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 もちろん私どもも社会的責任ということで、省エネ機器の普及促進または使い方の啓発に

力を入れているわけですけれども、行動科学を活用したアプローチといった点においては、

今後、進めていかなければならないことにおいても、私どもが登場する場面が相当あります

ので、今後とも積極的に協力はしていきたいと考えております。 

 どうもありがとうございました。 

○松橋座長 どうもありがとうございました。 

 私も、エネルギーとか、温暖化対策というのは30年ぐらいやっているものですから、余り

知らないことはないのです。おこがましい、僭越な言い方、大変失礼いたしました。 

 ところが、この行動科学を活用した省エネルギーというのは非常に新しい分野なので、知

らない言葉も幾つかありましたし、自分の勉強不足を痛感いたしまして、座長としては、残

念ながら皆様に御負担といいますか、御迷惑をおかけするような形になって大変申しわけな

かったのですが、皆さんと全く同じで、これを通じて大変勉強させていただきましたし、東

京都がこういった報告書をまとめたということは非常に意義のあることで、日本の他の自治

体もこれを注目するに違いないし、世界に対してもきっと、今は諸外国で少し先を行ってい

るところがあると思いますが、今度、西尾委員御指摘のように、慎重に考えなければいけな

いところもありながら、そこを十分踏まえる中で、積極的に都の施策に落とし込んでいった

ときには、これを頑張っていくと、実装の自治体としては世界のトップになっていくと思い

ますので、ぜひそこも考慮しながらやっていって、日本の他の自治体、世界に対しても発信

できるようなものになっていくといいかなというように大変期待もしますし、また、少しお

手伝いできることがありましたら、ぜひ我々もやっていきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 本当に、委員の皆様、どうもありがとうございました。 

 最後になりますが、事務局を代表いたしまして、東京都環境局地球環境エネルギー部長の

小川様から御挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小川地球環境エネルギー部長 改めまして、環境局の小川でございます。 

 部長交代ということで、途中から私も参加させていただいておりまして、今日は事務局と

して、松橋座長を初め、欠席の委員の皆様もいらっしゃいますけれども、今日御出席の皆様、

半年で５回、こういう密度の濃い会議に出席して御議論を深めていただくというのはなかな

か私どもも経験の少ないことでございまして、本当にいろいろ御迷惑などをおかけしたとこ

ろもあったかと思いますけれども、御協力をいただきまして、本当にありがとうございます。
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改めて御礼申し上げます。 

 松橋座長には、取りまとめに向けてもう少しお付き合いいただければと思ってございます。 

 今日の日程も急遽変更させていただくなど、本当に御迷惑をかけたところで、事務局とし

て至らないところがたくさんあったことはまずもっておわび申し上げたいと思います。 

 皆さんの御発言を聞きながら、これをうまく活用しながら、次の、私どもからすると夏か

ら予算要求がありますので、次年度の政策の構築に向けてしっかり検討させていただこうと

思っているところでございます。 

 難しい行動科学という話を聞きながら、うまい言葉が見つからないのですが、情報操作に

陥らないような、自分たちのしっかりとした規律を持って施策にうまく生かしていくという

のが大事ではないかと改めて思ったところでございます。 

 いずれにいたしましても、自治体でこういう取りまとめをさせていただくという機会をい

ただいたことが、何より本当に貴重な機会となったということで重ねて御礼を申し上げます。 

 本当にありがとうございました。 

○松橋座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局のほうから。 

○玉井課長代理 松橋座長、ありがとうございました。 

 今回いただきました御意見につきましては、報告書に反映させていただきまして、最終的

には３月中に公開させていただく予定でございます。 

 公開した際には、委員の皆様にも御連絡を差し上げたいと存じます。 

 以上をもちまして「行動科学を活用した家庭部門における省エネルギー対策検討会」第５

回を終了させていただきます。 

 全５回の検討会に御参加いただき、まことにありがとうございました。 

○松橋座長 どうもありがとうございました。 

（午後４時４６分閉会） 


