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（午後２時００分開会） 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、定刻となりましたので、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」を開催させていただきます。 

 皆様、本日は、大変お忙しいところ、また、暑いところ、都庁まで御足労いただきまして、

まことにありがとうございます。 

 初めに、事務局であります東京都環境局の池田次長より御挨拶を申し上げます。 

○池田次長 東京都環境局の次長をしております池田でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日は、大変お忙しい中「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」

に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより、東京都の

環境行政に格別の御指導、御鞭撻を賜っておりますことを、ここで改めて感謝申し上げたい

と思います。 

 先般、米国が世界的な地球温暖化防止の枠組みでありますパリ協定から離脱を表明すると

いったこともございまして、気候変動対策をめぐる世界の動向が大変注目をされているとこ

ろでございます。 

 東京都といたしましても、世界一の環境先進都市・東京を目指すということで、昨年６月

に東京都の環境基本計画を新たに策定したところでございます。その中で、都内のエネルギ

ー消費量につきましては、2030年を目標年次といたしまして、2000年比でエネルギー消費量

38％削減を大きな目標としているところでございます。 

 その中で、特に家庭対策でございますけれども、家庭部門の都内のエネルギー消費量が全

体の約３割を占めるということでございまして、これからエネルギー消費量を削減すること

につきましては、家庭対策が非常に重要な課題となっているところでございます。 

 近年、欧米等では文化人類学、経済学、社会学といった人文科学系の研究者と工学系の研

究者が連携をして、行動科学の研究が大変活発になってきていると聞いているところでござ

います。国内におきましても、企業あるいは研究機関などで検証されてまいりました行動科

学の知見を共有して、より効果的な家庭の省エネ対策を検討する動きが出てくるといった形

で、行動科学への関心が高まってきているところでございます。 

 そこで、今回この検討会におきまして、行動科学の知見を活用した省エネ対策を御議論し

ていただければと考えているところでございます。皆様と忌憚のない御議論をさせていただ

きまして、これからの省エネ対策に効果的な方策としてどのようなことが考えられるのかと
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いったことを、私どもとしてもしっかりと推進していきたいと考えてございます。 

 大変簡単ではございますけれども、私からの開会の御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 ありがとうございました。 

 続きまして、今回がこの検討会の初回となりますので、各委員の方々に簡単な自己紹介を

お願いしたいと思います。 

 お手元の資料２ページ目の委員名簿に従いまして、五十音順にお願いしたいと思いますが、

本日は天野委員が所用のため御欠席とのことですので、熊谷委員から順にお願いいたします。 

○熊谷委員 こんにちは。熊谷香菜子と申します。科学コミュニケーターを仕事にしており

ます。 

 今の時点では、お台場にあります日本科学未来館というところで働いておりまして、９月

末までそちらで働く予定でいます。 

 このような場所にお招きいただくのは初めてなもので、ちょっと緊張しておりますが、科

学コミュニケーターとして研究者や科学の事柄と、市民とを繋ぐ役割を担っておりますので、

今日は市民側の意見を皆さんにお伝えする側なのかなと思いながらやってきました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○杉浦委員 杉浦と申します。慶應義塾大学に勤めております。 

 私は専門が社会心理学で、社会心理学の立場から、環境行動について研究や教育を行って

おります。 

 最近のテーマとしましては、一般の方々や子供向けの環境学習・省エネ対策の教材をつく

り教育効果を検討したり、事業所を対象としてどのように省エネルギーを実現させていくか

について効果の研究を行ったりしております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○髙橋委員 大手家電流通協会の髙橋と申します。よろしくお願いいたします。 

 大手家電流通協会といいますのは、いわゆる家電量販店の業界団体でございます。私はケ

ーズデンキの者でございまして、今、協会の事務局長を仰せつかって活動しているところで

ございます。 

 我々は、日ごろ店頭現場で家電品を販売しているわけなのですけれども、京都議定書ぐら

いから、いわゆる省エネ家電の普及促進を業界の重要な取り組みテーマとしてずっと取り組

んでまいったところでございますが、こういった行動科学を活用したアプローチについては、



3 

 

今まで取り組んできていなかった分野でもありますし、非常に関心を持っております。この

ような機会をいただき勉強もさせていただきたいと思いまして、参加をさせていただくこと

になりました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○西尾委員 電力中央研究所の西尾と申します。よろしくお願いいたします。 

 私自身、電気事業に関係の深い研究所におりますので、仕事柄、最近ですとスマートメー

ターのデータを活用して、どのように省エネ情報を提供するかといった、よりよい省エネ方

策の研究業務に携わっている者です。よろしくお願いいたします。 

○巻口委員 巻口でございます。 

 私どもが務めておりますエネチェンジという会社は、昨年、電力の自由化になりまして、

今年がガスの自由化ということで、いわゆるエネルギーが自由化になったということで、御

家庭あるいは事業者の皆様に、一番いい選択肢を御提供して、その中から選んでいただくと

いう商売をやっている者でございます。今回もそういう意味では、消費者あるいは事業者の

両方の立場の中から議論に参加させていただければ助かると思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○松橋委員 東京大学の松橋と申します。 

 私は、1988年ぐらいからドクターで地球温暖化の研究をやり始めたのですが、先ほど池田

次長のほうからトランプさんの離脱のお話があったのですが、地球環境をひもといてみます

と、1972年にスウェーデンでの国連人間環境会議のころから、地球環境に関する国際的な交

渉とか、地球全体、人類全体でやりましょうという話が出てきて、いろいろな問題が議論さ

れ、前に進んできたのです。トランプさんの出現はあるのだけれども、長い目で見ますと、

もう半世紀近い歴史があって、短期的にそういう人があらわれても、長期的には必ず前に進

んでいくと思いますので、余りそこに一喜一憂する必要はないかと思っております。 

 この研究に関しては、行動経済学とかで、最近特に省エネに使えるのではないか。西尾先

生なども第一人者でいらっしゃると思います。私も10年ぐらい前から、行動経済学、限定合

理性というようなものが、省エネの家電とか省エネ技術の普及を阻んでいるのではないかと

いうことがあって、逆にそこを何とか利用して省エネの普及、温暖化の対策を進めるような

仕組みがつくれないかなということを少しずつやっております。 

 このようなことで、今回、都の検討会に参加させていただいたのは、大変ありがたい機会

であると思っております。 
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 よろしくお願いいたします。 

○薬師寺委員 家電製品協会の薬師寺と申します。 

 私ども家電製品協会は、製品を持っている業界ではございませんで、製品をお持ちなのは

白物のJEMA、電子情報機器のJEITA、空調の日本冷凍空調工業会とか、いろいろな工業会を束

ねるような、共通的なところを研究しているところでございまして、私は技術部のほうで省

エネ関係を担当させていただいています。 

 家電製品協会は、ほかにリサイクルだとか認定制度とか、いろいろな事業をやっています

が、私どものほうでは省エネを担当させていただいておりまして、今回は行動科学を活用し

た研究ということで参加させていただいています。 

 いろいろ勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○山川委員 皆さん、こんにちは。山川文子と申します。 

 エナジーコンシャスにて、主に家庭の省エネに関して話したり書いたり、いろいろなこと

をやらせていただいております。 

 20年ほど省エネルギーセンターという団体に勤めており、そこでも家庭の省エネ広報を行

い、その後、独立をして、今に至っております。 

 現在は、東京都地球温暖化防止活動推進センターにもおり、東京都の施策を実行するよう

な立場でもあります。また、経済産業省の省エネ小委員会の委員もさせていただいておりま

す。 

 省エネ行動科学に関しては、家庭の省エネがなかなか進まない中、非常に注目している分

野ですので、今回は楽しみにしております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○和田委員 消費生活アドバイザーの和田由貴と申します。 

 ふだんは節約とか省エネとか家事の知恵といった分野での情報発信を、テレビとか雑誌と

か講演活動といったところでさせていただいておりまして、仕事柄、一般の御家庭にお邪魔

したり、一般の主婦の方からお話を伺ったりという機会は非常に多いと思いますので、今回、

何かお役に立てればと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 委員の皆様、ありがとうございました。 

 ゲストスピーカーの水谷様におかれましては、後ほどプレゼンの際に、自己紹介をあわせ

てお願いいたします。 
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 続きまして、座長の選任に移りたいと思います。 

 本検討会につきましては、検討会の設置要綱にのっとり、座長を委員の互選によって決め

ていただくこととなっておりますが、どなたか適任と考えられる方がおられましたら、御推

薦をお願いできないでしょうか。 

○杉浦委員 先ほどの話もありましたように、省エネ対策に詳しい松橋先生にお願いできれ

ばと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○倉田地域エネルギー課長 ただいま杉浦委員から松橋委員を御推薦いただきましたが、皆

様、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○倉田地域エネルギー課長 ありがとうございます。 

 それでは、異議がないようでございますので、松橋委員に座長をお願いいたしたいと思い

ます。 

 松橋座長、恐れ入りますが、座長席に御移動をお願いいたします。 

（松橋座長、座長席へ移動） 

○倉田地域エネルギー課長 なお、ここで恐縮ではございますが、次長の池田につきまして

は、所用のためこれにて退席させていただきます。 

○池田次長 どうぞよろしくお願いいたします。 

（池田次長退室） 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、以後の進行は松橋座長にお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○松橋座長 座長に御選任いただきまして、ありがとうございます。 

 文京区民で東京都民でございますので、きのうは文京区の環境協議会があったのですが、

東京都のこういった環境の会議に、こういう形で少しでも役に立てるのは、非常にありがた

いことだと思っております。ぜひ、委員の先生の皆様方にいろいろ教えていただきながら進

めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 早速でございますが、まず、ここに配られております資料の確認を事務局からお願いいた

します。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、お手元の資料をごらんください。本日は資料１から

５までを配付してございます。 

 資料１－１「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について」で
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ございます。 

 資料１－２「本事業で扱う行動科学の概念図」でございます。 

 資料１－３「『行動科学を活用した家庭の省エネ推進事業』の全体像について」でござい

ます。 

 資料２からが発表資料になります。西尾委員の資料で「省エネルギーと行動科学」。 

 資料３、水谷様の資料で「都の特徴・都民の行動特性について」。 

 資料４、東京都の資料で「東京都の家庭の省エネルギー施策について」。 

 資料５－１が「検討会で議論する課題の整理について」。 

 資料５－２が「全体討論の論点」。 

 以上の資料で、過不足等ございませんでしょうか。 

 では、松橋座長、進行をお願いいたします。 

○松橋座長 それでは、早速でございますが、対策検討会の議事次第の（１）をごらんくだ

さい。「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について」というこ

とで、まず、設置の目的ですとか趣旨について、事務局のほうから御説明をお願いいたしま

す。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 資料１－１をごらんください。まず、本検討会の設置目的でございますが、本検討会は、

都内全体のエネルギー消費量の約３割を占めます家庭部門における省エネ対策を一層推進す

るため、行動科学の知見を活用した対策について、有識者や業界団体の方々と議論し、効果

的な方策を示すことを目的としております。 

 次に、本検討会を設置させていただきました背景でございます。 

 まず、欧米におきましては、既に行動科学的な手法により、国民の行動変容を促すための

研究が活発になっており、行動科学の研究成果が省エネ政策の立案や改善に反映されつつあ

ります。 

 また、日本国内においても、これまで企業や研究機関で検証されてきた行動科学の知見を

共有し、省エネ対策を検討する動きが出てくるなど、行動科学への関心が高まってきている

状況でございます。 

 こうした状況を踏まえ、世界一の環境先進都市・東京の実現に向けて、都内のエネルギー

消費量を削減していくためには、家庭部門についても対策を強化し、都の特徴・都民の行動

特性を踏まえた規制的手法に頼らない政策手法が求められているところでございます。 
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 最後に、本検討会の所掌事項でございます。 

 １つ目に、都民の行動特性及び都の特徴を踏まえた家庭部門に対する省エネルギー対策。 

 ２つ目に、都民の行動特性及び都の特性を踏まえた家庭部門に対する再生可能エネルギー

機器等の普及策。 

 ３つ目に、その他必要事項となっております。 

 続きまして、資料１－２をごらんください。本事業で扱う行動科学の概念について御説明

させていただきます。 

 まず、行動科学とは「人間の行動や意識を理解し、行動変容を促す科学的手法」と定義さ

せていただいておりますが、最近ですとナッジという手法について、環境省を初めとして注

目が集まっているところでございます。しかしながら、本検討会ではこのナッジだけでなく、

これまで東京都として実施してきた補助金や情報提供等の施策を行動科学的視点から検証を

行い、都の政策に還元することを目的としております。 

 続きまして、資料１－３をごらんください。本検討会のスケジュールと全体像について御

説明させていただきます。本検討会は「行動科学を活用した家庭の省エネ推進事業」の一つ

として位置づけられており、検討会のほかに実証実験２件を実施する予定でございます。 

 まず、検討会の開催予定ですが、今年度は５回実施する予定でございます。第１回目が本

日で、皆様に本検討会の進め方等について御議論いただき、第２回目、第３回目で各委員の

皆様の専門分野からプレゼンを行っていただき、第４回目以降でその内容をもとにした議論

をさせていただければと考えております。最終的に２月下旬ごろを目途に、報告書として本

検討会の議論をまとめさせていただければと思います。 

 次に、実証実験についてです。こちらは、例えば海外で有益な研究成果や事例があったと

しても、それが都民の行動特性を踏まえた際に、同様の効果が得られるかどうかは不明です

ので、実際に実証実験を行い、調査するものでございます。今年度は、公募で２件の実施を

予定しており、現在、まさに事業者を募集中でございます。第３回の検討会開催時には事業

者が決定し、内容に関して御説明できる予定でございます。 

 最終的に、この実証実験は、第４回の検討会までに調査結果を検討会で報告することとな

っておりますので、その際は、委員の皆様にも実証実験の結果について御意見いただければ

幸いでございます。 

 資料の説明に関しては、以上でございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。 
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 今、この検討会の趣旨、そのバックボーンになっている行動科学の概念を簡単に御説明い

ただいたのですが、その科学的な中身について、検討会の議事次第（２）になってまいりま

すが、今のお話のいわばバックボーンといいますか、そういった内容について西尾委員の資

料ができておりますので、西尾委員の御説明をいただいて、その後に、都の検討会の資料１

と２をあわせて、少し質疑応答の時間を設けたいと思います。 

 そういうことで、続きまして西尾委員から御説明をお願いいたします。 

○西尾委員 西尾でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは「省エネルギーと行動科学」ということで、検討会のタイトルに「行動科学」と

ございますが、言ってみれば、恐らく第一印象として、つかみ所がない印象がおありかと思

います。その部分は、このように理解すればいいのだというところを方向性として共有でき

ればということでお話させていただきます。 

（PP） 

 行動科学の前に、私が捉えている省エネの問題構造について、簡単にお話しします。こち

らのスライドで申し上げたい点は３点です。 

 １つ目は、省エネのポテンシャルはありますよというお話です。これは、儲かる省エネは

たくさんあるよねとか、省エネは日本のこれからの温暖化対策の重要なところだよねという

ところに合致するものです。 

 問題は、本当は儲かる省エネであれば、皆さん既にされているはずというところから、少

し注意深く見ていきます。実際には、されていない対策はとても多いわけで、そうであれば、

何かバリアがあるのではないかというのが２点目の話です。 

 このバリアというのも、いろいろな種類のものがあります。そのバリアの種類がわかると、

実はやみくもに対策を打つのではなくて、こういう対策を打てばいいのかとか、この件はこ

の対策だとか、そのようなお話ができるのではないかというところです。 

 それが実は３点目のお話で、バリアを取り除いてあげる。岩山を取り除いてあげることで、

ボールを転がしてあげるというものです。 

 ちなみに、バリアを取り除くというのは、すごく美しい話に聞こえるのでどんどんやりま

しょうという話になるところではあるのですが、それも実は注意深く見ると、効率的にやっ

たほうがいいねという話が入ってきます。岩山を取り除くにも工事をするにもお金がかかる

ので、そこはお金をかければ何でもできますから、どのようにやれば効果的にボールを転が

していけるかという視点で考えているものです。 
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（PP） 

 そのバリアなのですけれども、過去に幾つか整理されてきています。この表で10個弱ぐら

い書いています。これもいろいろな整理の仕方がありますが、簡単に御紹介します。 

 例えば、１つ目で言いますと「資金・投資回収」ということで、どうしても資金調達が難

しいとか、あるいは、後ほど水谷様からのお話もあろうかと思いますが、単身世帯ですと数

年で引っ越してしまうからなかなか投資できないねとか、そういうお話があったりするわけ

です。 

 それから「リスク」という話で言いますと、どうしても事業所とかですとトラブルやクレ

ームにつながるかもしれないとか、本当に効果があるかわからないからできないねというこ

とがあります。 

 それから「情報不足」です。省エネ手法についての情報・ノウハウがないということ。 

 ４つ目は「動機の不一致」ということで、これも賃貸住宅の話とか、あるいは注文住宅と

建て売り住宅の違い。建て売り住宅側の話はよく出てきますが、オーナーテナント問題とい

うことで、どなたが投資をされて、どなたが光熱費をお支払いするかというところで、本来

的にはボールが転がっていいところは転がらないということがよくあります。 

 ５つ目は「限定合理性」ということで、先ほど松橋座長からもお話がありましたが、合理

的であれば皆さんやっているわけですが、日ごろ、皆さんそんなにお時間もなかったり、世

の中はもっといろいろ考えていくこともたくさんあるわけですから、そこら辺がどうしても

限界があるということです。 

 「隠れた費用」です。いろいろ調べ事をするのにも、例えばどの家電を買い替えるのがい

いかなとかを調べるのは、結構骨が折れますというお話です。 

 「惰性」ということで、なかなか従来からのやり方を変えることには抵抗がございます。 

 「関心・意識」です。そもそも関心が欠如しているとか、あるいは組織構造みたいなもの

も、今日は家庭の話なので余り関係しないところではありますが、省エネ全体としてはこの

ようなことがございます。 

（PP） 

 実は、そのバリアが何が重要かによって、政策あるいは事業者がするプログラムも変わっ

てきます。従来、大きくは３つの手法があると言われてきました。従来ということは、後で

補足します。 

 １つ目は「規制的手法」、２つ目が「経済的手法」、３つ目が「情報的手法」です。先ほ
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どの東京都様の資料でも、ちょうどこの言葉があったというものです。 

 結局のところ、省エネ方策というものは、これらバリアに対してどれを効果的に講じてい

くかという話になります。 

 行動科学的なものは何なのかといいますと、この後、お話しするナッジというものは、行

動科学の一つのアプローチということで、主には情報的手法にフィット感がいいものと言わ

れています。他方、経済的手法のところも、うまくナッジをきかせてあげるという話もあり

ます。 

 行動科学の話は、さらにもう少し上段の話で、そもそも行動科学というのは人間の行動の

メカニズムを理解しましょうというところがまず一番のベースですから、そういうバリアの

構造を見きわめるというところと、問題意識は共通するところです。 

 そうしたことを考えていくことで、それらのパフォーマンスを上げていけるのではないか

というお話です。 

（PP） 

 「ナッジ」ということで、少し聞きなれないキーワードを出させていただいています。こ

れは何かといいますと、そのまま英和辞典で調べますと、肘でそっとつつくとか、促すとい

ったニュアンスの一般的な言葉です。 

 これに対して、公共政策的にナッジという手法があるのではないでしょうかということが、

2000年代の後半に提唱されています。それは選択を禁じることも経済的インセンティブを大

きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択設計、choice architecture、

選択を促すデザインといったニュアンスです。 

 これは２人の学者が提唱したもので、邦題の「実践 行動経済学」からもあらわれている

ように、知見としては、行動経済学、人間の心理学と経済学のちょうどあいのこのところで、

決まったメカニズムがあるよね、人はこういう情報にこういう反応をするよね、こういう見

せ方、こう反応をするよねというところに問題があるということをまず認識して、さらにそ

こをうまく捉えてあげる、つついてあげるという手法です。 

 選択を禁じることも、つまり規制もしないので、あるいは経済的なインセンティブを大き

く変えることもなく、完全に市場任せにしたりだとか、物すごくお金をかけることもしない

で、さりげなく安く、費用対効果がいい形で行動変容を促してあげる。そのようなアプロー

チとして注目を集めているところです。 

（PP） 
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 「公共目的におけるナッジの例」ということで、少しやわらかい話になりますが、有名な

話は、余りきれいな話ではないのですけれども、トイレの小便器にハエのシールを張ると、

人はそこを狙う。そうすると、飛び散らなくなってきれいになる。そういうことが、公共政

策的には清潔になるわけです。 

 あるいは「交通安全」ということで、カーブで少し車線を狭く引いてあげると、みんな早

く走っているような気分になって、少しスピードダウンする。そうすると、事故率が減少し

ます。 

 「医療」ですと、臓器移植の意思表示は、国によってどちら側をデフォルトにするか。チ

ェックすると提供するになるのか、チェックすると提供しないになるのかは国によって違う

のですが、それによって臓器移植の同意率は２割あるいは８割という違いが出ます。ここら

辺は、公共政策的に、人は割とデフォルトに流されてしまうので、本来、望ましい方向性が

あるのであれば、そこに向けて社会を設計していけるのではないか。そういう概念で言われ

ています。 

 「福祉」「健康増進」ということで、お時間もありませんので省略させていただきます。 

 省エネあるいは温暖化対策も、公共施策のよりよい方向へ向かうところのど真ん中ですか

ら、そうした意味で、今までの進めていきましょうということだけではなくて、少し科学的

に進めていけるのではないでしょうかという考え方です。 

（PP） 

 行動科学のまさに根っこのほうに入っていきますと、人間の振る舞いを理解しましょうと

いうところに行きます。完全な人であれば、儲かる省エネをやる。それはなぜかと言います

と、完全合理的だからとか、利己的、もうかれば絶対にやるとか、そういうことです。 

 ところが、世の中あるいは私たち一人ずつの人間は、割と直感に従って生きています。あ

るいは、そうしないと日々の生活を送れませんというところです。 

 例えば「限定合理的」です。毎日、朝起きて、今日は何をしようかというのは、ほとんど

感覚的に動いているわけです。 

 あるいは「社会的」ということで、利己的と言いますが、皆さんもうかればやるというこ

とだけではなくて、実は割と周りの行動を見ていたりだとか、周りのためにやるとか、そう

いう行動原理がございます。 

 例えば、東日本大震災後に大幅な節減で電力需給を回避することができました。それは、

当時の調査などを見ますと、もちろん節約のためという回答は一言目には出てきます。ただ、
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よくよくひもといていきますと、皆さん社会のために、電力不足しているから私もやらなけ

ればとか、そういう動機が多かったと考えています。統計的にもいろいろ分析しまして、そ

ういったファクターが随分効いておりました。そうでなければ、儲かる節約だけで全てでき

るのであれば、震災前も皆さん、省エネをしていたはずではないでしょうかということです。

つまり、社会的というのは結構大きなファクターですということを、実際に見たわけです。 

 そうしたことを理解すると、直感的な、心理学の分野ではシステム１と言いますが、シス

テム１というところも理解すると、行動変容、行動科学、省エネ方策はよりよいものになっ

ていくと考えられてきています。 

（PP） 

 例としまして、「損失回避性」は、行動経済学のこれだけでノーベル賞が与えられている

ものなのです。象徴的によく使われているものです。 

 人は、実は同じ金額でも、得と考えるか損と考えるかで、「幾ら損です」と言われたほう

が、実は反応が二、三倍違うと言われています。ですので、情報のフレミングと言いますが、

同じ情報提供であっても見せ方によって行動は結構変わるのですということが言われていま

す。 

（PP） 

 「情報過多／選択過多」ということで、一般的に情報提供は、理想的に言えば、皆さんに

詳しく教えてあげたほうがいいことになります。ところが、これも行動経済学の源流にいら

っしゃるSimonという学者ですけれども、「情報の豊かさは注意の貧困をもたらす」と警鐘を

鳴らしています。これは40年以上前の話になります。実際に、ジャムの法則というのがよく

言われるのですが、選択肢が多過ぎると、みんな一瞬喜ぶのですけれども、実際には反応し

なくなると言われています。 

 実際に、スーパーの陳列で24種類と６種類を並べてあげると、皆さん24種類に群がります。

ところが、購入率は実際には落ちてしまいます。皆さん多過ぎてよくわからなくて、どこか

へ行ってしまう。そのようなことが言われています。 

 実際には、これは結構その後もいろいろな話がありまして、どこまでそれが効くか効かな

いかというのは、いまだに検証が続けられているのですが、いずれにしましても、限定合理

性を踏まえると、状況次第では、情報とか選択肢をうまく絞り込んであげることも重要なの

ではないでしょうかということが言われています。 

（PP） 
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 もう一つ、「同調性」ということでお話ししておきます。これもアメリカの実験結果なの

ですが、実際にエアコンではなくてファンを夏に使ってみましょうという行動を促すときの

情報提供として５種類提示したとき、どれが一番反応したかというところです。 

 答えを言ってしまうと、一番下側の「この地域の77％の住民はエアコンのかわりにファン

をよく使っています」というお話です。これは結構ショッキングな話で、一般に省エネ情報

提供は、上側のものを書きます。まず、ファンを使えばいいのです。それから、CO2はこれく

らい減らせますとか、消費量をこれくらい減らせます。やはり額でしょうとか、そういう話

があります。 

 ところが、周りが行動しているということを言ってあげると社会性、同調性を刺激して、

皆さん無意識のうちに行動変容が促される。このようなことが言われるようになっています。 

（PP） 

 実際にナッジの提唱者は、インセンティブももう少しいいものになるとか、フィードバッ

クもいいものになると、いろいろなことを言っています。 

 実は、提唱者が言っているのは左の２列分で、右の２列は弊社が勝手に書いているもので

すが、例えば、下から２段目に「デフォルト」とありますが、説明としては、大勢の人はデ

フォルトを選ぶということです。 

 実際に省エネの例で言いますと、出荷時の設定で省エネモードを採用してあげることで、

皆さんそれを使い続ける割合が高まるのではないかとか、そのようなお話です。 

（PP） 

 ２つほど、ナッジを意識しているものということで簡単に御紹介しますと、これも弊社が

かかわった実証実験で、野村不動産、ファミリーネット・ジャパンとの500世帯ぐらいでやっ

た省エネ実証です。 

 このときは、スマートメーターデータに基づいて、周囲比較を多用してあげて、いかに簡

単にして、いかにうまく周りの世帯と比べてあげることで、省エネが促されるかということ

をやっておりました。 

 これは４こま漫画にしていました。週次のレポートで、物すごく簡単にお話ししますと、

１時、４時が大切ですというのを１こま目で言います。 

 ２こま目で、あなたの先週の使用パターンはこんなでしたということをお話しします。 

 ３こま目で、ところで14時代、あなたは使用量がほかより多かったです。 

 ４こま目に、エアコンが多いですよみたいな話をしてあげました。 
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 そういった形で、当時、節電もありましたから、ピーク時間帯の行動変容をナッジすると

いうことで実証しまして、約１年余りの実証において、系統ピーク時間帯で最大１割程度の

節電効果が見られたものです。 

（PP） 

 事例の２つ目としましては、今日も住環境計画研究所の水谷さんがいらっしゃっています

が、平成27年度の経産省委託事業としてHome Energy Reportsの実証がございました。これも、

周囲の使用量との比較で、あるいはプラスアルファとして、さまざまな行動科学的なエッセ

ンスを取り込んで、そうした情報提供によって、送付から２カ月後に1.2％の省エネ効果が見

られましたというお話です。 

（PP） 

 以上が、行動科学を意識したやり方のお話ですが、同時に、あるいは裏側の話としてとて

も重要だと思っている話がございます。それは、評価の話です。行動変容策は、機器を単純

に入れかえますという話と少し異なる点として、正直、効果が一つずつは小さいです。薄い

です。それを広くとれるので、掛け算として効果が出てくるというお話です。もちろん、薄

いこと自体は悪いことではなくて、薄広に多くとるのですが、問題は、一つずつが小さな単

位ですから、本当に行動変容は促されているのだろうかということを見きわめていく必要が

ございます。そうでなければ、やりっ放しになってしまいますし、実際に何がよかったのか

がわからないままですと、実は当たるか当たらないかわからないものを繰り返してしまうこ

とが起きてしまいます。ですので、この検討会の関係でも、事業、御検討はございますが、

そうしたときに計画とか効果検証はとても大切だと思っています。 

 ここの６つの点は申し上げませんが、弊社は、そうした点も、どういうことに注意して、

行動変容の評価をして、改善につなげていく必要がある。そういうお話をしております。 

（PP） 

 最後に「behavioural change」ということで、いつの間にか行動科学が行動変容という言

葉に化けてしまいましたが、最終的な目的としましては行動の変容を促していくということ

で、それがなぜ重要かといいますと、今まで以上に温暖化、省エネ対策を深掘りしていくた

めには、もう一歩、システマティックに、あるいはサイエンティフィックにといいますか、

行動変容策を積極的に活用しなければいけないということです。これは、海外でも最近よく

言われるようになっていることです。 

 こういう話をしますと、日本は省エネ大国だからやってきたよねというお話があります。
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それは、ある意味本当で、ある意味はもう少しやりようがあると思っています。それは何か

と言いますと、ハード的な水準は当然その世界のトップレベルです。相対的に見ても、行動

も進んでいます。ただ、それが行動変容の余地がないということでは全くなくて、もう少し

やりようはあると考えています。そのときに行動科学を意識することで、よりいい方向に行

くでしょうということを考えています。 

 本検討会でも、そうした観点で、さらにその知見が深まって、温暖化対策が進んでいくこ

とに期待している次第です。 

 以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、今、御説明をいただきました議事次第の（１）と（２）をあわせまして、委員

の皆様から御質問あるいは御意見等がございましたら、忌憚のないところでお出しいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 とりあえず、何か私から見えるように。国の委員会だとこうやって札を立てたりするので

すが、とりあえず見えれば指名させていただきますので、どうぞ御遠慮なくお願いいたしま

す。何かございますか。 

 私はいろいろな委員会をやっているのですが、ちょっと語弊があるのですが、当たりさわ

りのある御意見をくださいみたいなことを言ったりすることもあります。何もなく粛々とや

るよりは、多少えっと思うことがあっても、あえて何か言っていただくことで議論が活発化

することがありますので、ぜひ忌憚なく、御遠慮なくしていただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○杉浦委員 今の西尾先生のお話は、私も扱っている領域を非常にコンパクトに御説明いた

だいて、私自身も理解が進んだということもありました。 

 それで少し資料１とあわせて考えてみますと、行動科学とは何だろうということが挙げら

れます。資料１－２で、私自身も社会心理学ですから行動科学の一端を担っているという思

いでいるわけですが、行動変容を促す科学的手法とありまして、ここは引っかかるのです。

行動変容だけではなくて、行動科学というのは、行動を理解したり、変わるだけではなくて、

変わらないことも含め行動をコントロールすることだと思います。 

 ですので、そういう点で、ここは行動を変えることが期待されてはいるわけですけれども、

それには、今の話ですと大きく２つアプローチがあるのではないかと思います。 

 １つは短期的にでも、人々が自然にある流れの中で省エネ行動を行っていけるような環境
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を整えてあげる。ナッジにしてもそうだと思います。そのようにして行動が一時的に変わる

ことが期待されます。一時的に変わったものが変わらずにずっと行ければそれでいいとか、

あるいは状況が変わったり、新しくまた別のこともできるとなったときに、さらに進めてい

ければよいと思います。もう一つとしては、今やっていることが、例えば省エネルギー行動

や先ほどの地球温暖化問題への対処になどにどのように貢献するのか，という意味や意義を

じっくり考えたり、よく考えて実行したりすることです。先ほどのシステム１に対してシス

テム２のほうが駆り立てて行動を持続する。あるいは、そのときは行動が変わらなくても、

いかに省エネ行動が大事かをじっくり理解していくことによって、後々、また必要に応じて

変わってくることもあるかもしれません。 

 環境問題について考えて行動するということは、一方で直接的にあまり考えずに行動して

できてしまうこともあるのですけれども、熟慮して「これは必要だからやる」というルート

での行動変容も必要だろうということを私自身は日ごろ考えています。いろいろな社会的な

影響とかインセンティブによって行動を変えることもあるのですけれども、例えばインセン

ティブで行動が変わったものを、インセンティブがなくなった後でもより長く実行するよう

にしていくにはどうしたらいいのか。そうした視点がさらにあるといいかなということを思

いました。 

  

○松橋座長 非常におもしろいところで、大変重要な御指摘をいただいたと思います。 

 今、まずは事務局のほうに、杉浦委員から御指摘いただいた中で、行動科学とは、と資料

の１、２に書いてあるのだけれども、行動科学そのものは、人間の行動や意識を理解し、行

動変容を促す場合もあるけれども、行動が変わらない場合がある。そういうことを科学的に

解明する学問なのです。 

 今回、都のこの検討会では、それを何とか省エネルギーに生かしたいということで、行動

科学の知見を生かしながら、省エネルギーの側に行動変容を促していきたいという趣旨です

ね。そう理解してよろしいですか。 

○倉田地域エネルギー課長 東京都を初めとして、行政の施策が単年度予算ということもご

ざいまして、都民に省エネ行動をどのようにとっていただくか。まず、アクティブな要素が

メーンとして考えられましたので、ここでは行動変容という文言を使わせていただきました

けれども、今、杉浦委員からお話がございましたとおり、そういった長期的な視点で、まさ

に持続的な取り組みも非常に大事なことだと思います。 
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 ですので、この委員会におきましては、そういった短期的な側面、都民にいかにアクティ

ブな行動をとっていただくかとあわせて、そういった長期的な視点で、今後、持続性のある

取り組みをどうやっていったらいいかという面も含めて、議論をしていただけたらと思って

おります。 

 ただ、メーンとしては、今年度の検討会の成果としては、都民にいかに行動に移していた

だくか。そこをメーンにして考えていきたいと思っております。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 もう一つ、今、杉浦委員から御指摘のあったところで、西尾委員のナッジのいろいろな御

説明が大変コンパクトに、しかも内容はかなり包括的にまとまっていて、非常に簡単で、し

かも効果的なのはデフォルトすることであるとか、余りにも有名な例ですけれども、オラン

ダか何かの例で、トイレでハエのシールを張ると物すごくきれいになったとか、画期的な話

ではあるとは思うのだけれども、一方で、社会のためにとか、この西尾委員の資料で言うと

10ページになるのでしょうか。社会的責任とか環境保護とか、すぐには効果が出なくても、

このような面を考えて行動することも大事ではないか。しかし、実験において、非常に効果

が出たのは社会規範です。ほかの人はみんなやっているのですよと言われると、自分もやら

なくてはいけないという形で行動するのが一番多いということも、行動科学の成果ではある

と思いますが、このあたりは、西尾委員はどのようにお考えになりますでしょうか。 

○西尾委員 ありがとうございます。 

 杉浦委員の御指摘の件は、本当に注意深く見ていく必要があるということについて、おっ

しゃられていたことです。 

 ですので、私なりのかみ砕き、同じことを申し上げるような気もしますが、こちらに「人

間の振る舞い」というところがございます。左側がシステム２、右側がシステム１と言われ

ているものです。ナッジあるいは行動科学の主な関心は、どちらかというと赤で囲ったシス

テム１側、つまり、ここが世の中は結構問題があった。そこは余り見てこなかったのではな

いでしょうかというところに向いているという前提がございます。 

 ただ、それはどちらかというと、ひょっとするとその仕掛けをやめたらなくなってしまう

かもしれないことで、もう少し教育ですとか、みんな意識を本当の意味で変えていかなけれ

ばいけないというのは、システム２、左側のお話です。そうしたまさに短期的、瞬間的なも

のと、長期的なものの両方を見ていかなければいけないということは、問題提起として実際

にあります。ですので、まさに両方見ていかなければいけないねということをおっしゃられ
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ていた。私もそう思います。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

○熊谷委員 コメントのようなものになってしまうのですけれども、今、ちょうど表示いた

だいているこのページの「社会的」のところで、3.11の後、節電が広まったというお話を受

けて、私が感じていることなのですけれども、本当に人々とお話をしていくと、省エネをし

たほうがいいし、する必要性を認識しているというか、すごくそれは感じているよとおっし

ゃる方は多いのです。この資料の後半のほうで、高齢世帯のお話も出てきていましたが、お

じいちゃんおばあちゃん世帯の方にお話を聞くと、自分の子供たち、孫たちのためにいい環

境を残したいだとか、その次の世代のためにという思いを語ってくださる方が結構多いので、

この社会的なベースは、かなり広く持っているのではないかという実感があります。 

 もちろん、全員とはいかないですけれども、結構な割合で社会的に何かしたほうがいいと

いう前提は、皆さん持っているような実感があります。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 熊谷委員のお仕事は、まさに科学と一般市民の皆様をつなぐ、我々が苦手としているとこ

ろで、論文を書くときは科学論文の言葉で書くのだけれども、それは一般市民の皆様になか

なか訴えるものがないのです。 

 でも、西尾委員のパワーポイントはかなりうまく、最初の崖を登るところなど、こういう

ものは私はすごく苦手で、これは恐らく市民の方にもわかりやすい図ではないかと思います。

そこをつないで、今、多くの方が何かしなくてはいけないとは思っているということですけ

れども、もっとそこをうまくコミュニケートして、では、こうすればいいのだというところ

ががちっとつながれば、さらに行動につながってくるのかもしれませんし、そこのあたりは、

行動科学はまだこれから発展の可能性を残しているのでしょうかね。 

 どうぞ。 

○熊谷委員 根底に持っているのですけれども、そこから行動に至るところにかなり大きな

ハードルがあるなというのも同時に感じています。 

○松橋座長 そうですね。ですから、そこをどうやってつなぐかなのでしょうね。そこは大

変難しいことだと思います。 

 西尾委員、何かそこのアイデアはございますか。 
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○西尾委員 ちょうど次の水谷委員の御発表の資料に詳しく、まさにどういうバリアがある

かとか、どのようなところにヒントがあるのではないかというお話がたくさん詰まっている

かなと拝見していたので、私もそこら辺でコメントさせていただければと思います。 

○松橋座長 わかりました。ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○巻口委員 具体的なお話で伺いたいのですが、今、御説明いただいた資料の10ページと12

ページを比べて見ていて、おっしゃるとおり同調性ということで、皆さんがどのように行動

しているかということで、10ページの一番下がある意味、一番インパクトがある。 

 これを、例えば12ページで見ると、無理やりですけれども、12ページの１、２、３、４と

いう表の流れは、どちらかというと10ページの情報から環境保護、社会的責任、個人利益と

いうような流れで資料はでき上がっていますね。極端な話、そうですね。 

 10ページを振り返ってみると、最後、例えば１時間だけエアコンを我慢して、扇風機をし

てみてはと言うのではなくて、うちのマンションでは実は77％の人が扇風機を使用している

のですよと言うと、すごく効果があるという理解でいいのですか。 

○西尾委員 松橋座長からの具体的にというお話のお答えも、ここでと思います。 

 少し行動科学のエッセンスのところと、ここをきちんと対応づけてお話ししていなかった

ので、今のことをお答えします。 

 77％のというところに該当するところは、実は３つ目のところを主に意識しています。わ

ざわざほかの方と比べて多いのですよということを強調するようにしています。 

 もう一つが、先ほどのシステム１、システム２で言いますと、皆さん、見える化というと

きにウェブにログインして調べますかと言うと、なかなか調べられないのです。ですので、

それはもう限定合理性を前提として、初めから簡単な形にかみ砕いて情報提供してあげるの

ではないでしょうかというところが根底にございました。 

 そういう意味で、本当に１分ぐらいで理解できる情報にしましょうとしていましたし、そ

この中でうまいことほかの世帯より多くて、ちょっと考えたほうがいいのではないかという

サジェスチョンをしてあげるとかいうことをしています。 

 本当はエアコンの話の実施率とかを載せられればいいのですが、これもまさに費用対効果

の話がございまして、いかに今、持てる情報、例えばスマートメーターとか、実はそうした

ものを使っていかに広くリーチしていけるかという観点で設計しています。つまり、お金を
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かければ何でも情報提供できるのですけれども、今、ある情報で、できるだけコンパクトに、

限定合理性にも耐えられる情報提供、社会性も刺激をしてあげる。そのようなことを意識し

ていたというものです。 

 まさに、次のページのHome Energy Reportsも、そうしたことを意識して設計されていると

理解しています。 

○松橋座長 よろしいですか。 

○巻口委員 はい。 

○松橋座長 この４こまは西尾委員のかなり有名なもので、私たちも実は勉強させていただ

いているのですが、この４こまは、それぞれの各人の消費量とか使い方のデータを見て、そ

れによって変えているのですね。 

○西尾委員 そのとおりです。 

 つまり、自分で情報を探しに行かなくても、本当のことをさっと教えてあげようというこ

と。 

○松橋座長 その人の消費の特性に合わせたアドバイスをつくるようになっているのですね。

カスタマイズしてつくるようになっている。そこの設計の仕方が多分みそだと思いますけれ

ども、難しいところですね。よろしいでしょうか。 

 まだ腑に落ちない感じですか。大丈夫ですか。 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○髙橋委員 私どもは、いわゆる家電量販店なので、店頭現場で省エネ家電製品の普及促進

を積極的にやっているのですけれども、今のお話で言うと、エアコンの販売時には、必ず扇

風機やサーキュレーターはお勧めしているといったような販売も積極的にやっております。 

 我々は実業の中で、消費者の皆様との結節点でもあるわけですから、より分かりやすく情

報提供しようと努めてはいますが、なかなかそこは難しいというところはあるのですけれど

も、省エネ家電の普及と併せて、より省エネ効果のある機器の使用方法といった情報提供も

含めて積極的に活動をしているところでございます。 

 少し違った視点でのご質問なのですが、私は今の先生のお話を聞いていて、人間というの

はデフォルトに流されるというようなお話をいただいたのですが、少し踏み込んだ発言をす

るかもしれないのですけれども、いわゆる冷蔵庫やエアコン等、長く使っているものを買い

替えることに対して、消費者の皆様は、長く使うのが環境に良いのだというような、3Rの思
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いが強いのがデフォルトになっているように思えます。ですから、まだまだ使えるうちは使

い続けていくことが環境に良いのだと。家電品について必ずしもそれは違いますよと我々も

積極的に言っているのですけれども、なかなかそこの思いが変えられないと日ごろ感じてい

るところがあります。環境省にも、家電は必ずしも長く使うことが環境に良いとは限らない

ということをもっと広報して欲しいと要望してはいるのですが、行動科学というところで、

そういった消費者意識は変えていけるものなのでしょうか。 

○松橋座長 いかがでしょうか。 

 難しいお題かもしれませんが、西尾委員、可能な範囲でお願いいたします。 

○西尾委員 今のような話は、まさに事務局のみずほ情報総研さんが詳しくお調べになって

いるところですけれども、まさに高齢者の方は、冷蔵庫が長持ちされているとか、照明もこ

れで使えている、大切に使うのだ、みたいなこともおありだということは伺っています。 

 これは確かに省エネ、温暖化を一番の目的と掲げるか、資源を大切に使うというところも

それはそれで大切なことですから、実はバランスの話になるかなとは思っています。 

 ただ、どちらにせよ、長く使うという考え方も、先ほどのバリアの話にありましたけれど

も、ときには惰性、現状維持みたいな、人はなかなか現状を変えたがらないというところも

入ってくるので、割と本当は省エネになりますという情報提供もあるのではないでしょうか

という視点では、常々私たちも、冷蔵庫の買い替えとかも一工夫できないかなと考えている

ところです。 

 お答えにならないですけれども、済みません。 

○松橋座長 確かに目に見える冷蔵庫とかがまだ使えるときに、捨てるのがもったいない。

もったいないというのが、マータイさんがノーベル平和賞を受賞されているぐらいで、日本

のもったいないという思想は、非常に世界的にも有名になっているわけですけれども、一方

で私たちは、目に見えないエネルギーも非常にもったいないのだということで、エネルギー

の関係者はそうやって一生懸命言うのですが、なかなか目に見えるものと目に見えないもの

の無駄遣いは、どうしてもそこに差があるのでしょうか。 

 古い冷蔵庫を探せというコンテストをあちこちで、実は我々もやっていまして、愛知県の

新城市というところでやったときに、53歳とか54歳の冷蔵庫が出てきたのです。私は54歳な

のですが、私と同じ年のものが出てきた。ちゃんと動いているのです。当時のものは非常に

丁寧につくられていたのでしょうか。そういうことで、使えるというだけだと使えてしまう。

だけれども、当然のことながら、エネルギーの消費効率は今のもののほうがはるかにいいわ
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けで、そういったあたり、どうやってエネルギーがもったいないのかということをわかって

いただくか。これも行動科学の重要な課題ではないかと思いますが、ぜひこの検討会を通じ

て考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 そうしますと、そろそろお時間が来ておりますが、よろしいですか。まだ議論があるかも

しれませんが、また次の議題のときにお出しいただくことにさせていただきます。西尾委員、

どうもありがとうございます。 

 続きまして、資料３に基づきまして「東京都の特徴・都民の行動特性について」です。本

日はゲストスピーカーとしてお招きしておりますけれども、住環境計画研究所の水谷様から

御説明をいただきます。 

 よろしくお願いします。 

○水谷主任研究員 住環境研究所の水谷と申します。 

 私は、主に家庭のエネルギー消費構造であったり、省エネルギーの研究をしております。

このたび、こういった説明をさせていただく機会をいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

 「都の特徴・都民の行動特性について」ということでお題をいただいておりまして、少し

都の特徴というような実態、どういうところが東京都の特徴ですというところに軸足はおい

ておりますが、全体で何か参考になるところがあればと思いまして、発表させていただきま

す。 

（PP） 

 まず、アウトラインということで、１つ目が、冒頭の説明にありましたけれども、東京都

の家庭部門の温室効果ガス排出量が３割ぐらいという話もありましたけれども、そういった

ところも含めて「国内外の各都市との比較からみる東京都の特徴」。 

 ２番目が「東京都の特徴」。 

 ３番目が「家庭の省エネ行動対策の課題整理」ということで、作成していまいりました。 

（PP） 

 １つ目が、各都市の温室効果ガス排出量というところで、一番左側に全国ということで、

軸が全然違いますので別にしていますけれども、全国が13億トンという中で家庭部門が約２

億トンというGHG排出量を出しております。 

 左側に「東京都」がございまして、このオレンジ色の部分が家庭部門ということで大体３

割ぐらいとなります。東京都の中も「特別区」の部分と「多摩地域」「島しょ地域」で大き
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く構造も違いますので、参考までに示しているものと、あと、東京都との比較として新潟県、

愛知県、大阪府、福岡県とその県庁所在地、また、海外としてニューヨーク、ロサンゼルス、

ロンドン、パリといった、いわゆる大都市と言われているところについて比較をしておりま

す。 

 こちらで見ますと、愛知県のGHG排出量が最も多いことになっておりまして、次いで東京、

福岡となっています。海外でいうとニューヨーク、次いでロンドンが多いことになっていま

す。 

（PP） 

 こちらはよく見る図ではあるのですけれども、人口と温室効果ガス排出量の関係を示した

ものになります。左側が都市全体、右側が家庭部門の温室効果ガス排出量に限定したものと

いうことで、左側で見ますと、原点のところから東京都のところまで線を引くと、福岡県と

愛知県がそれよりもずっと上に出ています。ここにも書いておりますけれども、愛知県は自

動車産業とか、福岡県の場合は鉄鋼業とか、最近は自動車の部品、シャーシをつくったりと

か、そういった産業の部分が多くなっているということで、GHG排出量が多くなっていること

になります。 

 そして、家庭部門のCO2排出量を見ますと、これは総量に対する人口比ですけれども、非常

に相関が高くなっている。人口に比例をして、家庭部門のCO2排出量は高くなっていることが

よくわかるかと思います。少し上に出ているニューヨークとか、寒いところが高くなってい

るとか、そういったところは上に出ていることになります。 

（PP） 

 続いて、温室効果ガス排出量に直接関係ないのですけれども、人口密度を比較してみたも

のになります。東京都の人口密度が大体6,000人/km2ということで、名古屋市とロンドンと比

較的近い結果になっております。 

 東京都、中でも特別区は平均に比べて３倍ぐらい大きくなっているということで、１万

7,000人。多摩地域は、それの４分の１ぐらいの3,600人と、非常に大きな違いが見られると

いうこと。ですので、特別区と多摩地域は、大都市と言われる中でも全然違う構造になって

いることになります。 

 また、特別区の人口密度を海外でも比較をしますと、ニューヨークとパリの真ん中ぐらい

の人口密度になっております。 

（PP） 
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 続いて、東京都について少し詳しく見ていきたいと思います。 

（PP） 

 こちらが建築時期別の建て方別に、戸建、共同住宅、長屋別に住宅数の割合を示したもの

になっています。 

 参考に、右側に【全国】を示しているのですけれども、平均値で東京都と全国を見てみま

すと、東京都の場合は共同住宅が約７割ということで、非常に共同住宅に寄っている。全国

で見ますと、共同４割、戸建てが５割になっているのですけれども、東京都は共同住宅が非

常に多くなっている。 

 これを見る前は、実は私は、もう少しここら辺まで共同住宅は高くなって、最近は共同住

宅が７割ぐらいかなということも思っていたりもしていたのですが、実は70年ぐらいからず

っと共同住宅が非常に高い割合で出ていまして、1960年以前のところだけ戸建て住宅が高い。

東京都の戸建て住宅は古い住宅が多いことにもなるかもしれませんけれども、こういった形

になっていることになります。 

（PP） 

 続いて、東京都の住宅の所有関係と建て方別に延べ床面積を示したものになります。東京

都は、住宅が狭いということをよく言われますが、平均で見ると確かに全然違う。東京都で

は63.5平米に対して、全国で93平米になっているのですが、先ほどの共同住宅と戸建て住宅

の構成がそもそも違うというところがございます。ですので、そこを細かく比較をしたスラ

イドになります。 

 こちらで見ると、共同住宅の持ち家が、東京都は65.7平米ということで、戸建て住宅の109

平米の大体６割ぐらいの広さ。そして、共同住宅の持ち家と、共同住宅の民営借家、賃貸に

ついては大体半分ぐらいの広さという関係になっていまして、それぞれ全国の同じところで

比較をしてみますと、戸建て住宅は109平米と130平米ということで、東京都は平均で大体２

割ぐらい狭い住宅に皆さん住んでいる。共同住宅については、１割ぐらい狭い住宅に住んで

いるというのが東京都の住宅の床面積の状況となっております。 

（PP） 

 続いて、こちらは東京都の住宅の所有関係別の二重サッシまたは複層ガラスの窓の普及率

を示したものになります。 

 最近、断熱性能をよくしましょうということで、住宅エコポイントもございましたけれど

も、持ち家と借家で大きく違う。 
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 先ほどの西尾委員からのオーナー・テナント問題も関係してくるのですけれども、古い住

宅に比べて新しい住宅のほうが、持ち家のオレンジの部分の二重サッシ、複層ガラスの窓普

及率は６割ぐらいと非常に高くなっているのですが、借家については依然２割ぐらいと新し

い住宅でも窓の普及率はまだまだ低いことが実態として起こっております。 

（PP） 

 続いて、住宅ではなく世帯の観点から、実態を御説明させていただきたいと思います。 

 左側が、東京都の全体と建て方別に示したものです。そして、右側が全国になっておりま

す。 

 ちょっと色が多くて見づらくて恐縮なのですけれども、東京都全体の平均の単身若中年世

帯は、35％と最も多くなっております。次いで、夫婦と子からなる若中年世帯が19％、単身

高齢世帯が11％になっています。 

 それを共同住宅で見てみますと、約半分が単身若中年世帯になっていまして、東京都は大

学も非常に多いということで、そういったところも影響していると思います。全国平均で単

身若中年は22％ということで、東京の平均の35％と比べても３割ぐらい違うような結果にな

っております。 

（PP） 

 今のような世帯類型別をもう少し細かく、建て方別に分解をして、CO2排出量の総量として

どうなっているのかというところを推定した結果がこちらになります。少々細かくて恐縮な

のですが、この中で最も大きいもので言うと、ここの戸建夫婦と子・若中年と、集合と夫婦

と子供の若中年世帯が14％となっています。 

 ここの10％と８％、先ほど集合単身若中年と世帯類型を示していたのですけれども、少し

無理やりの推定にはなるのですが、中年と若中年とで分けて見ています。 

 そうしたところ、集合単身の若年が８％、集合単身の中年で10％ということで、細かく分

けたので非常に小さく見えるのですけれども、集合単身若中年で言うと18％と、最も多いCO2

排出量の総量を示していることになります。 

（PP） 

 こちらは、年代別の人口についての推移を示したものになっております。このデータは国

勢調査の2000年と2015年のデータを使って見てみたものなのですが、東京都人口は、国勢調

査2000年のときには1,206万人から1,352万人ということで、15年間で1.12倍になっていると

いうことがあります。 
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 ただ、年代別の人口を見てみますと、ちょっとおもしろいことがあって、国勢調査の2000

年はこの青色なのですけれども、これを15年間そのままスライドしたものが青色の点線にな

っています。ここで見ると、2000年の頃に25～29歳ぐらいだった世帯は、そのまま住み続け

ている可能性が高いということが見えてきます。 

 また、2000年のときの青色をスライドしたところから、2015年には実際には、これだけ人

口が増えているということで、入学であったり、若年単身者が就職のために上京してくると

いった状況によって、ここのところが上がっている。ただ、2000年に比べると、単身の若年

人口、若い人口が減って、高齢の人口が増えているというようなことで、人口構造が変化し

ている。少し高齢になっていっていることがわかる図かと思います。 

（PP） 

 次から、今のような特徴を踏まえまして、家庭の省エネ行動対策の課題を整理してみまし

た。 

（PP） 

 縦軸の「共通」に対して、特徴的なところとして所有関係の借家と持ち家、家族類型の単

身と夫婦・親子世帯でセグメントを分けまして、シーンとして住宅を選択するとき、家電の

設備を選択するとき、設定変更・習慣行動ということで課題を整理してみました。こちらに

ついて、一つずつ御説明をしたいと思います。 

（PP） 

 まずは、家電・設備選択の課題では、初期費用が障害となり省エネ機器が選択されないと

いうことがあるかと思います。赤字と青字で色をつけておりますけれども、新規購入時や交

換時に高効率機種を選択することというのは、書くまでもなく重要なことなのですけれども、

高効率機種は高価なものということで、初期費用が障害となり選択されない場合があります

ので、消費者が高効率機種を選択するように促す施策が望まれるということです。 

 先ほど、西尾委員から御説明がありましたが、なぜ選択されないのかというような裏の規

定要因がわかってくると、効果的な施策につながることがあるかと思います。 

（PP） 

 続いて、気候変動対策の意識づけが必要ということで、ここは習慣行動の課題について述

べさせていただいております。 

 気候変動の深刻さを適切に都民に伝えることが重要ということなのですが、例えば、先ほ

ど少しお話がありましたが、子供世代に教育等を通じて意識づけをしていくことが、長期的
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な温室効果ガスの排出削減に重要であるということを考えています。 

 例えば、広報活動の改善もあるかと思いますし、教育での情報提供も有用と考えられると

思います。 

（PP） 

 続いて、「設定変更・習慣行動の課題②」ということで、省エネ行動・設定の知識不足を

挙げさせていただいております。 

 こちらの図は、東京都のクール・ネット東京が調査をしまして、やり方がわからない省エ

ネ対策ということで、東京都の住民に対して調査をしたものですけれども、テレビの明るさ

調整のやり方がわからないという方が22％いるという結果になっております。 

 こういった使い方がわからないということに対して、説明をしていくことも重要かと思い

ますが、探せば対策情報とかマニュアル等も当然あるのですけれども、なかなかそこまでリ

ーチしないということが課題になるかと思います。 

（PP） 

 続いて、「借家における住宅選択の課題」ということで、借家の省エネ性能が低いという

ことを挙げさせていただきました。 

 借家は、先ほどの二重サッシの普及率にもございましたけれども、持ち家に比べて断熱性

能が低く、あわせて設備についても低効率ということが考えられます。ですので、借家はラ

ベリング等をすることによって、借り手に省エネ性能の高い借家を選択するように促す施策

も考えられますし、オーナーの投資を促す仕組みとして、グリーンリースのようなスキーム

を賃貸住宅に拡張することも一つの手としては考えられるかなということで挙げさせていた

だきました。 

（PP） 

 続いて、借家では太陽光発電など再エネ設備を利用できないということで、これについて

は、戸建て住宅の持ち家については太陽光がどんどん入るのですけれども、東京都は先ほど

申し上げましたように７割が集合住宅ということがございます。 

 集合住宅の場合には、分譲、持ち家だったとしても、屋上の部分は共用になりますので、

なかなかそこに設置をすることが難しい現状がございます。ですので、そういったところへ

の設置は限界があるということです。それではどうするかということで、例えばなのですけ

れども、集合借家においてデフォルトでグリーン電力契約を促す施策。少々行き過ぎた内容

かもしれませんけれども、再生可能エネルギーの導入量をそういったことで増やすこともあ
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り得るのかなということで記載させていただきました。 

（PP） 

 続いて、「持ち家における住宅選択の課題①」ということで、新築時に省エネ性能が重視

されないということを書かせていただいております。 

 東京都では既に2,000平米以上ですけれども、東京都マンション環境性能表示制度がござい

ます。そちらに、例えば予想される光熱費を掲載することで、消費者の住宅選択のときに、

この家は光熱費が低いのだということ、そうすると家賃が少し高くても光熱費で浮くという

ことで、トータルのコストが少し意識される形で、住宅の選択行動に影響を与えられること

があり得るのかなということで書かせていただきました。 

（PP） 

 続いて、「持ち家における住宅選択の課題②」ということで、古い既築住宅の断熱性能が

低いということがございます。既築にリフォームはなかなか難しいということはあるのです

けれども、さりとて何か手は打ちたいということで、住宅リフォームを促す省エネ診断とか、

診断結果に基づく初期投資を充当する施策がございますが、行動科学のところで、リフォー

ムをしたらいいのだということを促す方法として、例えば、断熱性能がよくなりますよとい

うことで、熱画像を利用したりとか、推奨するアドバイスを絞り込むことが考えられるかな

と思います。 

（PP） 

 続いて、「持ち家における家電・設備選択の課題」ということで、設備改修時に高効率機

器が選定されないという課題がございます。こちらについては、高効率給湯器を入れること

によるメリットを伝えることも重要なのですけれども、例えば給湯器が壊れたときに、すぐ

に高効率給湯器をオプションとして、買い替える人が持つことができる。お湯が出なくなっ

た場合には、すぐにお風呂に入りたいから何でもいいから入れてくれという切羽詰まった場

合もございます。ですので、そういったときに、ガス事業者、電気事業者、メーカー等が高

効率給湯器もすぐに入れられますよといった、買い替えニーズが発生した段階で情報提供も

しくはそういった体制を整えることが重要であるということを書かせていただきました。 

（PP） 

 続いて、「単身世帯における設定変更・習慣行動の課題」ということで、若年世帯は省エ

ネ意識が低く、省エネ行動実施率も低いということで、こちらの図は、東京都の報告書の中

の建て方別世帯人数別省エネ行動平均取り組み数ということで、実はこちらは建て方別の一
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人世帯ということで、若年世帯だけではないのですけれども、こちらを参照させていただい

ております。 

 都の世帯で単身若中年世帯が35％ということで、最も多いということがございます。一般

的に環境意識が低いとも言われているところでございますけれども、そういった世帯に対し

て、全世帯がデフォルトで巻き込まれるオプトアウト型プログラムが考えられるかなという

ことです。 

 例えば、先ほど大学が多いというお話をしましたけれども、大学内や大学間で学生の省エ

ネを競い合う取り組みを実施したり、学生の省エネ意識や行動を変容させられるといったこ

とで可能性があるということがあるかと思います。 

（PP） 

 次が、「夫婦・親子等世帯における家電・設備選択の課題」ということで、高齢世帯は低

効率・必要以上に大型な家電を複数保有していることがあるかと思います。そういったこと

で、若中年世帯に比べてエネルギー消費量が多い傾向があるのですけれども、背景には、子

供が独立しても家電台数が変わらないことであったり、新しい家電を購入したけれども、ま

だ使えるものがあるからそのまま使っていますみたいな、既存の家電を廃棄せずに使用し続

けていることが影響しているということがありますので、そういったところに情報提供なり

を行うことで、省エネを促すことは考えられるかなと思っております。 

（PP） 

 続いて、「夫婦・親子等世帯における設定変更・習慣行動の課題」ということで、家庭内

のライフスタイルの差から実施されない省エネ行動があるということです。 

 家庭の省エネで難しいのは、個人ではなくて世帯で行うところが一つあるかと思います。

人数が増えるほど、世帯内の合意形成が難しくなるというところが、省エネバリアとしてあ

るかと思っています。 

 そういった場合の方向性として、例えば、子供に見えるような省エネ行動を親に対して推

奨することであったり、省エネルギー普及イベントに子供と家族の両方を巻き込むといった

ことが考えられるかなということで挙げさせていただいております。 

（PP） 

 いろいろと、省エネ行動の課題ということで我々なりに整理をさせていただいたものでご

ざいますけれども、最後のスライドとして、今、省エネルギー行動の実施率別のCO2排出量の

データがございますので、そちらを少し御紹介させていただきたいと思います。 
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 こちらは環境省の一般統計として、CO2排出構造を把握しようということで、これは全国試

験調査なのですけれども、今年度から毎年調査をしていくことが承認されました。その中で、

調査票の中に18項目の省エネルギー行動を聞いておりまして、それを何パーセントぐらいや

ったかという、省エネ行動実施率別にCO2排出量を見てみたものになっています。 

 何が言いたいかというと、省エネ行動を実施することによる影響は非常に大きいというこ

とです。先ほどもお話がありましたけれども、一つ一つの省エネ行動はそんなに効果は大き

くないところはあるかもしれませんが、さまざまなそういうネタがあり全体で見てみると、

省エネ行動による削減は非常に期待が大きいということが言えるかと思います。 

 例えば、こちらの80％が非常に低くなっているように見えるのですけれども、こちらが平

均値です。この40％以下しかやっていない人を平均の状態にすることでも、十分な省エネ効

果が全体としてはあります。 

 この検討会は、非常に重要な検討をされていると理解をしております。今後、どういった

形で結果が出てくるのか非常に楽しみにしております。 

 本日は、お時間をいただきましてありがとうございました。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 御提案のようなことも含んで、非常に情報量の多い御説明をいただきましてありがとうご

ざいます。 

 続きまして、今、住環境計画研究所から御説明いただいた内容と、東京都が実際に実施し

ている省エネ施策が非常に関係しておりますので、議事次第（４）「東京都の家庭の省エネ

ルギー施策について」を事務局のほうから御説明いただきまして、資料３と４をあわせて質

疑をしたいと思います。水谷さん、どうもありがとうございました。 

 続きまして、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○古村主任 事務局を務めております環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課の古村

と申します。私のほうから、都の家庭の省エネ対策について御説明させていただきます。 

（PP） 

 時間が押しておりまして、駆け足で御説明となってしまうのですが、こういった形で進め

させていただければと思います。 

 まず、「１．都の気候変動対策の位置づけ等について」なのですが、お時間が限られてお

りますので、こちらは読んでいただければ御理解いただけると思いますので飛ばさせていた

だきます。 
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（PP） 

 こちらから始めさせていただければと思うのですが、こちらが現在、2015年度速報値の「東

京都の省エネルギー使用量の現状」でございます。ごらんのとおり、2000年度と比較いたし

まして、既に22％削減している状況でございます。2030年目標といたしまして、38％削減す

ることを目指しておりまして、38％を確実に達成するためには、都のエネルギー消費量３割

を占める家庭部門の対策を強化していく必要があるという認識でございます。 

（PP） 

 続いて、「２．都の家庭部門対策」について御説明させていただきます。 

（PP） 

 先ほど、西尾委員から御紹介がありました３つの手法に、都の施策を分類させていただい

ております。 

 また、お時間の関係で、赤字で示している部分について御説明させていただきます。黒字

で示している部分に関しては、後ろのほうに参考におつけしておりますので、ご覧いただけ

ればと思います。 

（PP） 

 まずは、家庭の省エネアドバイザー制度でございます。こちらは情報的手法になるのです

が、都が認定した企業、団体のスタッフが、家庭の省エネアドバイザーとして各家庭や自治

体、町会等に直接訪問しまして、無料で省エネ対策のアドバイスを行う制度でございます。 

 これまで約20万件のアドバイスを実施してきた実績がございまして、アドバイスは統括団

体の社会貢献ということで、都から統括団体へのアドバイスの委託料は払っていないところ

が特徴でございます。 

（PP） 

 こちらは御参考までに、現在、統括団体に登録している11団体でございます。 

（PP） 

 こちらは、家庭の省エネラベリング制度でございます。皆さんも電気店等でごらんになっ

たことがあるかと思いますが、家電に対してどれぐらいの省エネ性能があるかをあらわして

いるラベルでございます。 

 こちらは、東京都は国に先駆けて、平成14年度よりキャンペーンとして実施をしておりま

して、平成17年７月に環境確保条例において、都内の省エネラベルの表示を義務化している

ものです。 
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 その後、国が制度化し、全国展開していったものでございます。 

（PP） 

 次に、経済的手法といたしまして、省エネ・再エネ機器等の普及策でございます。家庭に

おけるエネルギー利用の高度化促進事業です。こちらは端的に申し上げると、蓄電池ですと

かエネファーム、太陽熱利用機器に対して補助を出している事業でございます。 

（PP） 

 次に、省エネ・再エネ機器等の普及策の２つ目としまして、東京ソーラー屋根台帳でござ

います。こちらは情報的手法という分類をさせていただいているのですが、都内にあるそれ

ぞれの建物が、どのくらい太陽光発電システムや太陽熱利用システムに適しているのか一目

でわかるウエブマップでございます。 

 こちらは都内の屋根を全部、黄色と赤に色づけさせていただいておりまして、例えば赤の

屋根をクリックいたしますと、その建物がどれぐらい発電するかに関するポテンシャルを表

示して確認できるといった、非常におもしろいものでございます。 

（PP） 

 続いて、皆さんも御存じかもしれませんが、家庭におけるLED省エネムーブメント促進事業

でございます。こちらは今年度７月10日から開始した事業でございまして、白熱電球２つを

地域の電気屋さん、参加協力店にお持ちいただきますと、LED電球１個を差し上げるといった

事業でございます。 

 LED１個を差し上げる際に、省エネアドバイスも同時に実施をしているといった事業でござ

います。 

（PP） 

 続いて、住宅の断熱性能の向上ということで、こちらも補助金になるのですけれども、既

存住宅における高断熱窓導入促進事業でございます。 

 こちらは本日14時にプレス発表をさせていただきまして、来週の28日から受付を開始する

ものでございます。既存住宅に限るのですけれども、戸建集合住宅の所有者または管理組合

等に、高断熱窓を導入する際の費用を補助させていただく事業でございます。 

（PP） 

 以上で、非常に駆け足になりましたが、都の施策について簡単に御紹介させていただきま

した。 

（PP） 
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 続いて、私ごとではあるのですけれども、昨年度、私自身が都の制度を利用いたしまして、

海外調査を行ってまいりまして、５カ国、11都市、41機関を訪問いたしまして、家庭の省エ

ネ施策ですとか、家庭における再エネ機器の普及促進策について調査をしてまいりました。 

 その中で、行動科学を取り入れた家庭の省エネ施策の事例についても調べてまいりました

ので、それを幾つか御紹介させていただきます。 

（PP） 

 こちらは、見ていただければわかるのですけれども、先ほど西尾委員がおっしゃっていた

社会規範ですとか、匿名性がなくなることによって周りを意識するところを意識させまして、

ホテルのバスタオルの再利用率を上げるためには、どういったメッセージを掲げたらいいか

を考えた上で、最終的には、この部屋に宿泊したほとんどのお客様が、滞在中、最低１回タ

オルを再利用していますといったメッセージが一番響いたといった事例でございます。 

（PP） 

 次が、自治体と連携した電力会社のグループ切りかえ、または太陽光発電システムのグル

ープ購入事業でございます。 

 欧州では、自治体と仲介事業者が連携をしまして、消費者を集めてエネルギー事業者や太

陽エネルギー機器事業者と価格交渉するビジネスモデルにより、消費者の行動が喚起されて

いるといった事例が多くございます。 

 具体的には、例えば電力会社のスイッチングの例で御紹介いたしますと、まず、仲介事業

者が自治体や消費者団体など、消費者から一定の信頼感を得ているコミュニティーリーダー

と連携をいたしまして、消費者に、自身のホームページサイトに登録を促します。その際に、

仲介事業者があなたに合った最も安い価格を提示した電力会社を選んできますので、面倒な

プラン等の比較検討は不要ですと消費者に働きかけます。 

 その後、ある程度、消費者が集まった時点で、今度は電力会社に対して、これだけ消費者

が集まっていますので、あなた方は一度に多くの顧客と契約することができる可能性があり

ますとして、入札への参加を促します。そして、その入札で最も安い価格を提示した電力会

社と消費者をマッチングさせるというものです。 

 太陽光発電システムに関しても、同様のスキームでございます。 

 その際、消費者はその電力会社のオファーを受け入れるか受け入れないかを判断し、気に

入れば契約するという流れでございます。 

 実際に、これまで非常に多くの実績があり、電力会社の切りかえスキームですと、これま
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で140万世帯以上の切りかえ実績がございます。太陽エネルギー機器でいいますと、これまで

３万世帯以上に太陽エネルギー機器を導入することができた実績があります。 

 太陽エネルギー機器の例ですが、特にアントワープ州では、このスキームにより導入件数

が６倍になったという実績もございます。 

 このプログラムになぜこのような効果があるかといいますと、端的には多くの消費者の背

中を結果的に押すことができているからでございます。 

（PP） 

 次のスライドになるのですけれども、消費者のタイプを分析すると、大きく２つに分類す

ることができます。先ほど西尾委員にも御説明いただいたところと重複するところではある

のですけれども、一つが非常に経済合理性の高いエコノというタイプです。こちらは積極的

にさまざまな情報を収集して、比較検討を行い、決断、行動する消費者と言えます。 

 一方で、もう一つのヒューマンというタイプは、非合理的で、促されないと積極的に行動

せず、比較検討が面倒くさかったり、信頼していないため行動を起こさないといった消費者

です。 

 どちらが世の中に多いかといいますと、そのほとんどがヒューマンタイプだと思います。

多くの都民も比較検討するのが煩わしかったり、どのプランがいいのかわからなかったりし

て、行動に移さない方が多いのではないかと思います。 

 そのような人間の行動特性に着目し、本スキームは「ヒューマン」を「エコノ」が得られ

る利点にアクセスすることができるようにサポートしていますので、多くの消費者が行動を

起こすようになっております。 

（PP） 

 具体的なプログラムの手順ですが、まず、１～２カ月の準備を行いまして、自治体と一緒

になって消費者への情報提供及び登録を促します。その後、先ほど入札と御説明いたしまし

たが、リバースオークションという手法で事業者を決定いたします。 

 例を紹介いたしますと、例えば13時～13時半にリバースオークションをいたします。そう

いった場合は13時に開札をして、13時１分は26円、13時５分は25円、13時15分は22円、最後

ぎりぎりに20円と入ってきたら、この一番低い価格で落とした電力会社に決定するといった

ものでございます。 

 一般的な入札は、価格の提示が１回しかできないのですけれども、この方式ですと時間内

に何度でも他社の入札価格を検討しながら、戦略的に価格を提示できますので、効果的に価
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格を下げることができるというのが特徴です。 

 その後、落札した事業者のプランを消費者が受け入れるか、受け入れないかを判断し、契

約を締結しますという流れでございます。 

（PP） 

 このスキームを自治体が導入した場合、例えば再生可能エネルギーの比率が高い電力会社

だけに限定したり、既に補助金が終了した太陽光発電システムの導入を促進することができ

るというメリットがございます。 

（PP） 

 最後、各国でも行動科学の知見を活用する取り組みが活発化しておりまして、アメリカで

すとかオーストラリア、イギリスでも行動科学を専門的に研究するチームが政府内にできて

おりまして、そういったチームが積極的に施策に行動科学を取り入れているといった動きが

ございました。 

（PP） 

 非常に駆け足になりましたが、以上で私の説明を終わらせていただきます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○松橋座長 続いて事務局のほうから資料５－１と５－２について御説明をお願いします。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、続いて資料５－１と５－２について説明させていた

だきます。 

 この資料では、委員の皆様には本検討会で御議論いただきたい課題を説明しております。 

 先ほど、住環境計画研究所の水谷研究員からも御説明いただきましたけれども、これらの

表に、家庭の省エネ対策を進めていく上での課題を整理させていただいております。 

 ３つのセグメントに分けておりまして、合計で12の課題を記載させていただきましたけれ

ども、今年度の検討会におきましては時間の都合上「家電・設備選択」のセグメントと「設

定変更・習慣行動」に関する課題について御議論いただければと考えております。つきまし

ては、「住宅選択」に関するセグメントに関しましては、今年度は議論の対象外とさせてい

ただきたいと思っております。 

 なお、家電・設備選択及び設定変更・習慣行動に関する課題につきましても、ピンク色で

囲みました「省エネ行動へ至らないケース」、緑色で囲みました「省エネ行動を誘発するも

の」に分けさせていただいております。この囲みを中心に御議論いただければと考えており

ます。 
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 続いて、資料５－２でございます。こちらは、この後に委員の皆様に全体討論をしていた

だく上での論点を挙げてございます。 

 まず、行動科学の観点を活用することで、どのように既存施策の改善を図ることができる

のか。また、新規の施策の検討が可能になるのかという点でございます。 

 それから、課題のうち「省エネ行動へ至らないケース」として、ほかに着目すべきケース

はないかという点でございます。 

 さらに、課題のうち「省エネ行動を誘発するもの」として、ほかに着目すべきものはない

かという、以上３点でございます。 

 これらの３つの論点につきまして、次回以降も引き続き議論していただくテーマと考えて

おります。 

 なお「家電・設備選択」におきましては、余りにもたくさんの家電を議論の対象とします

と、議論が広がり過ぎる可能性がございますので、こちらで想定する機器につきましてはLED

照明、冷蔵庫、太陽光発電、給湯器に限定して考えていただければと思います。 

 以上、資料５－１、５－２に関する説明でございました。 

○松橋座長 それでは、かなり時間が押してしまって大変申しわけないのですが、今の資料

３、４、５について、若干の質疑応答と討論ということなのですが、内容は物すごくいろい

ろな情報があって分厚いのです。 

 しかし、事務局としては、資料３とか資料４の情報をもとにして、これから都としてやっ

ていきたい資料５－１や５－２について議論したいわけですね。本当は資料３と資料４も非

常におもしろいので、個別に質問したいところなのだけれども、そこは残念ながら今回は抑

えて、資料３、資料４の情報をもとにして資料５－１、資料５－２を議論するというところ

で、御質問とか御意見をいただきたいと思います。 

 いかがでございましょうか。 

 山川委員、お願いいたします。 

○山川委員 ありがとうございます。いろいろなプレゼンをお聴きし、大変参考になりまし

た。 

 資料５－１のところにかかわると思うのですけれども、私の今までの仕事の経験などを通

した感想なども含めて申し上げたいと思います。 

 まず、家電・設備選択の①のところで、初期費用の障害とあり、これは確かにそのとおり

だなと実感しております。 
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 ただ、ここで省エネ機器が選択されない、となっているのですが、これももちろんあるの

ですけれども、そもそもの買い替えが進んでいないというのが私の問題意識です。ですので、

買うときにより省エネ性能のいいものを買うという観点以外に、買い替えそのものを進める

というのが一つの課題と感じます。 

 そのときに、初期費用はもちろんそうなのですけれども、それ以外に買い替えによる省エ

ネ効果がまだ認識されていない。古い家電を買い替えると大きな効果がありますが、そこは

認識されていないというのがあります。 

 それから、若年世帯の省エネの意識が低いところに関連すると思いますが、これも確かに

そうだと思って聞いておりましたが、意識のなさがどこから来ているのかを考えると、これ

も知識のなさもあるのではないかということがあります。 

 私は以前、埼玉県の大学で半期、実践的な省エネの授業をやってくださいということで、

実際に検針票を持ってきてもらったり、自宅の家電の種類や数を数えてもらうなど、自分の

生活に根差して、自分の省エネを振り返るという授業をやりました。毎回アンケートをとり

ますと、やはり知ると意識が芽生えてくる。やらなければとなる。もっと早く知っていれば

借家を借りるときにこうしたのになど、結構反応がよかったことがありまして、非常に記憶

に残っております。ですので、意識の低さをどう上げていくかというときに、知識の付与は

非常に大事だと考えます。 

 若年の単身世帯に関しては、先ほどの西尾さんのプレゼンのところでも触れられたと思う

のですが、学生さんや若年の単身の方は、借家の住居や家電選択には基本的にほぼ関心がな

く、一時的なものという感覚で見ているので、値段重視になってしまうところが多いのでは

ないかというのは、別のところで調査して感じたところです。 

 そういうことで、ここに載っていることのさらに先にどのようなものがあるか、それ以外

にももう少し考えることがあるではないかと思いました。 

 以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今、御指摘いただいた点は非常に重要な点だと思うのですが、今のところ若年世帯の問題

とか、そもそも買い替えの際に選択されないというより、買い替えそのものが進まない。先

ほどお話がありましたように、もったいないということもあるし、まだ使えるのだからいい

ではないかということですね。ここら辺については、事務局のほうではどのようにお考えで

すか。 
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○倉田地域エネルギー課長 先ほど髙橋委員からも御指摘がございましたけれども、3Rの間

違った解釈というか、長く使うほどいいのだみたいな考え方がデフォルトになっている。そ

れによって、そもそも買い替えが進んでいないではないか。正しい知識の付与が進んでいな

い。それから、若年世帯につきましても、正しい知識が付与されていない。 

 最近、白熱電球とLED電球の交換に合わせて、家電店にパンフレットを渡していただきまし

て、省エネアドバイスというのをやっております。その省エネアドバイスの中で、例えば冷

蔵庫の中に温度設定のつまみがあって、それを少し変えるだけで年間何千円も変わりますと

いうアドバイスをすると、実は冷蔵庫につまみがついていることすら知らなかったという

方々もいらっしゃいまして、そういった正しい知識の付与は非常に重要な課題であると事務

局も認識してございます。 

 もう一つ、若年の単身世帯につきまして、借家あるいは家電につきましても価格重視だと

いう点につきましても、これはどのように省エネ行動を進めていくのか。非常に難しい課題

であると認識しておりまして、今年度、実施します実証実験のテーマの一つとして、単身若

年世帯を中心にして実証実験を進めたいと考えております。 

○松橋座長 わかりました。 

 先ほど水谷様の御発表の中でも、単身・若中年というのが都内の最大のあれだということ

がありまして、今の山川委員の御意見の中にも、東京都は大学が物すごくたくさんあるので、

しかも自分たちは一時的に住んでいるだけだから、どうしても値段重視で行かざるを得ない

ということなのだけれども、一応、若年、学生さんとかも今回ターゲットにはするというこ

となのですね。そこが非常に難しい相手だと思うのです。 

 そこは相手にしないで、家族世帯を対象にするという考え方もあると思うけれども、今回、

そこは一つのターゲットとして考えるということでよろしいですか。 

○倉田地域エネルギー課長 はい。 

○松橋座長 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 お二方挙がりましたので、まず、和田様、その後に熊谷様、お願いいたします。 

○和田委員 今すぐお答えをくださいという話ではないのですけれども、お話を伺って思っ

たのが、建て方別の世帯分類でCO2の排出量の割合によると、夫婦と子供がいるような世帯が

割合的に多いです。 

○松橋座長 それは資料３ですか。 



39 

 

○和田委員 資料３の10ページです。 

 そして、また単身の若中年、集合住宅のところだったと思うのですけれども、当然、人数

が多ければCO2の排出量が多いのは当たり前なのではないかと思ったのです。なので、１人当

たりが出すCO2の排出量と考えると、どういうことなのかがいまいちよくわからなかったとこ

ろです。 

 もう一つは、資料５－１の検討課題の整理についてで、若年世帯は省エネ意識が低いとあ

ります。確かにそれはそうなのかもしれないのですが、先ほど個人的な利益へのアプローチ

というよりも、社会規範的なものでのアプローチのほうが、より効果があるというお話があ

ったのですけれども、これは全部の世代に言えることではないのではないかと思うのです。 

 というのは、自分の肌感としてなのですけれども、最近の若い人は節約に対する考え方と

かお金に対する考え方が全く違います。だから、それが一くくりにできないのではないかと

思ったので、世代に合わせたアプローチの仕方というのがあるのではないかと感じました。 

 以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今、大事な点だと思いますが、水谷様から御説明いただいた10ページで、例えばこれを１

人当たりという形にすると、単身・若中年というのはどうなりますか。 

○水谷主任研究員 これをということではないのですけれども、和田委員からありましたよ

うに、世帯人数別のCO2排出量というデータを１人当たりに直すと、単身世帯のほうが１人当

たりのCO2排出量は大きくなります。 

○松橋座長 おっしゃるとおりですね。ひとりで暮らしていますから、世帯当たりだと若干

小さくなると思いますけれども、１人当たりでは大きくなることになると思います。ありが

とうございます。 

 それから、社会規範です。今の後半の御指摘もとても大事で、ジェネレーションの考え方

が違って、若い世代は全然我々とは違う考え方をするという御指摘なのですけれども、いか

がですか。事務局は、その辺は何かお考えはありますか。 

○倉田地域エネルギー課長 まさに考え方の違いが、省エネ行動に対するアプローチの一番

難しい、手ごわい相手だと考えておりまして、この点につきましても、実証実験を通じて、

どういった手法が最も効果的なのかを明らかにしてまいりたいと思っております。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今、横浜国大と研究しているのですが、カーシェアリングとかシェアリングということに
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何も抵抗がなくて、若い人は、自分で持ちたいという欲望というか欲求が非常に少ないのだ

そうです。そう考えると、ひょっとしたら家具なども、省エネ家電をシェアリングあるいは

レンタルといったことがいいのかもしれませんね。家電販売店さんとやるとか、あるいは生

協みたいなところも大学の場合は重要だと思いますが、そういった形で省エネ家電を何とか

普及させていくことは重要かもしれません。 

 ありがとうございます。 

 熊谷委員、お願いします。 

○熊谷委員 若年世帯のお話が出たところで、私の肌感覚のお話なのですけれども、若年世

帯でも環境に意識のある人は、ある程度の割合はいるのです。環境教育も最近、結構されて

いるので、頭の片隅には必ずあるのだろうと思っています。 

 その中で意識が高い人の声として、単身世帯用で省エネ性能の高い家電があまりないとい

うことを聞いたことがあります。冷蔵庫などだと、家族向けだったらかなり性能は高くなる

けれども、１人用でというと選択肢も少ないし、性能が高いものもないというのがあったの

で、その点がちょっと気になっていることです。 

 あと、大学生で上京してきて、まず家電を買うときに、住居だと大学側が住宅を紹介した

りしているので、その流れで大学側が性能のいい家電もセットで紹介してくれたら、そこに

乗っていけるのではないかという気がしたというアイデアの２点をお伝えしていきたいと思

いました。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ぜひ事務局のほうで、今のような御意見を考慮していただきたいと思いますし、大学で本

当に住居を紹介しているところがあれば、ビルトインのアパートとかもあり得ると思います

ので、そのあたりも含めて御検討いただければいいかと思います。 

 申しわけありません。実はもう、ほぼ予定している時間になってしまっているのですが、

重要な会議でございますので、私のガバナンスがまずくて全体討論の時間が十分とれていな

いのですけれども、もし何か御意見があれば、ちょっとだけお時間をオーバーしてしまうこ

とをお許しいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 初回でございますので、特に資料５－１、５－２につきまして御意見を賜れればと思いま

す。 

 薬師寺委員、お願いいたします。 

○薬師寺委員 直接関係ないかとは思うのですけれども、資料４の８ページで「東京都のエ
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ネルギー使用量の現状」ということで、2030年度の目標が38％となっているのですが、これ

は基準が2000年度になっているのは、今、やっている、2013年に向けて国がやっているとこ

ろとの整合性がちょっとわからなくて、基準年がいろいろ違うと全体の統一感がなくなるの

ではないかがちょっと不安で、その辺がもしあれでしたらもう一回、後で、次の回でもいい

ので、この辺の理由とか妥当性を説明していただければと思います。 

○松橋座長 わかりました。 

 今、何か御説明はありますか。 

 あと、８ページなどを見ますと、輸送が物すごく減っているのが印象的なのですが、もし、

その点も含めて何かありましたらお願いしたいと思います。 

○古村主任 申しわけありません。この辺に関しては整理して、次回説明させていただけれ

ばと思います。 

○松橋座長 わかりました。基準年のところと、省エネの、これはある意味、非常に実績が

上がっているという証拠でもあると思いますが、次回、御説明をお願いいたします。 

 ほかはいかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

○巻口委員 資料５－１の、まさに整理についてというところで、③と④に関するところな

のですけれども、先ほど来聞いていて、若い人の省エネ行動というか、そこに課題をと言う

のですが、エネルギーにどのくらいお金を使っているかという絶対値自身で見ると、例えば

電気代で見ると、若い人など月2,000円、3,000円の世界なわけです。それこそ、ほとんど家

で電気を使わないところに、効率は悪いけれども、さらに効率のいいものを入れて、ある意

味絞り出す。その効果はどの程度考えておられるのかというのが一点です。 

 それから、高齢世帯の議論も同じような議論があって、先ほど来言っているように、私の

母の肌感覚で言わせていただければ、まさにもったいない、捨てられない。それは電化製品

についてだけではなくて、人生そのものなわけですね。 

 そういう中で、こういうことをずっと言っていくと、何か起こるかというと、電気を使わ

ないほうに行くのです。言ってみれば節約です。要するに、LEDを入れるのであれば、それに

投資するよりは、そんなに言うのであったら電気を使わない方向に行ってしまうので、それ

はどのようにうまく教育というか研修というか、まさに私はもったいないという言葉と、高

齢者というのは物すごく結びついていて難しいと。 

 感想だけで恐縮です。 
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○松橋座長 ありがとうございます。今の点も重要だと思います。 

 一つは若年世帯、もともとそれほどエネルギーを使っていないところを、さらにそこに集

中してやるのかについてはいかがですか。 

○倉田地域エネルギー課長 東京都につきまして、エネルギー消費は家庭部門だけが増えて

いるという特性が、１世帯当たりで見るとエネルギー消費量は減っているのですけれども、

世帯数がとにかく増えている。実際問題として、65歳以上の高齢者世帯も増えているという

のが事実でございます。全国的に見ても、高齢者対策は非常に重要な課題でありますし、巻

口委員からも御提案のありましたもったいない世代。とにかく使わない。長く古い冷蔵庫と

か古い家電を使っていくというのも、対策を考える上で非常に重要なテーマであろうと思っ

ております。 

 ですので、今回、実証実験のテーマとしては高齢者は含まれていないのですけれども、こ

の行動科学だけではなくて、東京都の施策全般におきまして、高齢者対策について考えてい

くという方向性でございますので、これから長く検討していく上で、高齢者対策につきまし

ても長い視点で考えていきたいと思っております。 

○松橋座長 ターゲットとしては、若年世帯だけをターゲットにしているわけではないので

すね。 

○倉田地域エネルギー課長 はい。 

○松橋座長 お願いします。 

 それから、後半で巻口委員から御指摘いただいた点も重要だと思うのですが、節約節約と

言われると、もう使わなくなるという点で、ちょっと気をつけなければいけないのは、昨今

のエアコンなどで、我慢して熱中症で亡くなってしまったとか、そういうことは非常に重大

な事故につながりかねないので、健康と省エネのトレードオフというか、そこだけは非常に

気をつけて、特にお年寄りの方は無理される場合があるのと、感覚が若干鈍くなるのです。

それで暑くても大丈夫だと思ってしまう。それでエアコンをとめて、深刻な症状が出る場合

がありますので、そこは実験においても施策においても、非常に気をつける必要があるかと

思います。 

 そこはもう既に織り込んでおられますね。 

○倉田地域エネルギー課長 はい。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ５分少々お時間が延長してしまったのですが、特にこの場で御指摘いただくべきところは
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ございますでしょうか。大丈夫ですか。 

 最初で大変重要な点でございますので、これから東京都のほうで実際に施策を具体化され

ていくと思いますので、それに際して、本当に私のタイムマネジメントがうまくなくて、十

分な全体討論の時間がとれませんでしたが、もし何か、今日は時間がなかったのだけれども、

本当はこのことは気をつけておくべきだとか、そういう点がございましたら、１週間程度お

時間をとって、事務局のほうにメールにて御連絡いただくという形をとりたいと思いますが、

よろしいですか。 

 ぜひ、皆様こういったことを研究されたり、実地でいろいろ活動をされたりしていらっし

ゃると思いますので、ぜひそういう経験を踏まえて、注意すべき事項について、事務局のほ

うに御連絡をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 私のマネジメントのあれをおわびいたしますが、最後に、事務局のほうにお返しして、今

後の予定等につきまして御説明いただきたいと思います。 

○倉田地域エネルギー課長 松橋座長、ありがとうございました。 

 それでは、最後に１分だけ。次回以降の予定をお知らせいたします。 

 第２回の検討会につきましては、10月10日火曜日の15時からを予定してございます。 

 第２回、第３回には、委員の皆様にプレゼンをいただくことになっておりますが、第２回

目は熊谷委員、髙橋委員、巻口委員、山川委員、松橋座長にお願いいたします。詳細は別途、

事務局より連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 また、第３回の日程につきましては、来週、事務局より連絡を差し上げたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これにて「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」の

第１回を終了させていただきます。 

 本日は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。 

 御意見については、来週木曜日の17時ぐらいまでに、事務局のほうまで御連絡いただけれ

ばと思います。 

 本当にどうもありがとうございました。また、時間をオーバーしまして、申しわけありま

せんでした。 

（午後４時０９分閉会） 


