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（午後２時５９分開会） 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、定刻よりも少し早目でございますが、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２回を開催したいと思

います。 

 皆様、本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日は、委員全員の方に御出席いただいております。 

 それでは、以後につきましては、松橋座長に進行をお願いしたいと思います。 

 先生、お願いいたします。 

○松橋座長 ただいま御紹介いただきました、松橋でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 早速でございますが、本日は議事が大変めじろ押しというか、密にあるものですから、少

し時間がオーバーしてしまうかもしれませんが、なるべくそういうことがないように、早目

に議論を進めてまいりたいと思います。 

 それで、この審議に入ります前に、前回御欠席されまして、今回御出席を賜りました、天

野委員から御挨拶をいただきたいと思います。 

 天野委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

○天野委員 日本女子大学の天野でございます。 

 経産省の省エネ委員会のほうで山川先生とも御一緒させていただいておりますが、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○松橋座長 天野委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の中身のほうに入ってまいりたいと思います。 

 まず、本日は資料１－１から２－５まで、そして、参考資料１ということで配付しており

ますが、これは事務局が言うことでしたね。私が先走って話してしまいましたが、皆様、こ

の際ですから、手元の資料のクリップをあけていただいて、御確認ください。 

 議事次第の紙がありまして、その下に検討会委員名簿の一覧がございまして、資料１－１

がある。 

 資料１－１の後ろに１－２、１－３、１－４とございますね。１枚紙になっていますね。 

 それで、その次が２－１、２－２、２－３、２－４、２－５。これらは、委員の皆様から

のプレゼン資料ですね。 

 その後に、参考資料１がございますね。 
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 皆様、過不足はないでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、先走ってしまいましたが、議事の中身ということで、まずはプレゼンの前に、

第１回の検討会にていただいた御意見について、事務局のほうでおまとめいただいた結果に

つきまして、これらが資料１－１、１－２、１－３、１－４にまとめられているわけでござ

いますけれども、それらにつきまして、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１－１をご覧ください。 

 これは、第１回の検討会でいただいた主な意見をまとめさせていただいた資料でございま

す。 

 続いて、資料１－２でございますけれども、これは「前回の御指摘事項について」をご覧

ください。 

 前回、委員の皆様から２点、確認をお求めいただきました事項について回答させていただ

きます。 

 １点目が、都のエネルギー消費量・温室効果ガス排出量の2030年削減目標と国の目標との

比較でございます。表をご覧いただきますとおり、各基準年におきまして、国と同水準か、

それを上回る削減率を定めております。 

 次に、２点目として「運輸部門におけるエネルギー消費量について」ですが、運輸部門の

約９割を占める自動車の都内走行量が減少したことに加え、道路整備状況の改善による渋滞

の解消や、自動車本体の性能の向上等による燃費の改善が進みまして、最終エネルギー消費

の削減傾向が続いているものでございます。 

 続きまして、資料１－３をご覧ください。 

 こちらの資料は、第１回検討会資料５－１「検討課題の整理について」に対して、前回の

検討会で山川委員から御指摘いただきました、高効率機種が選択されていないということだ

けでなく、そもそも家電自体の買いかえが進んでいないなど、各委員からいただきました御

意見をもとに、家庭部門の省エネを進めていく上で障害となっている現象と要因を再整理さ

せていただいたものでございます。 

 縦軸に「買替時に高性能機器を選択してもらえない」などの現象を並べまして、その横に、

それに該当する代表的な家電等を挙げております。横軸には、前回の西尾委員のプレゼンテ

ーション等を踏まえまして、「環境・省エネへの意識の低さ」や「省エネに対する知識の不
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足」などの要因を挙げております。 

 左軸の「現象」と横軸の「要因」が合致する部分を○または◎で示しておりますが、◎に

つきましては、前回の議論内容や都の施策の方向性を踏まえまして、本検討会で重点的に議

論していただきたいと事務局が考えている事項でございます。緑色の枠に①～④まで番号が

振ってございますが、こちらは資料１－４のトピックスが対象としている領域となります。 

 最後に、資料１－４でございます。 

 こちらは、前回委員の皆様からいただきました御意見・御提案やプレゼンで御紹介された

事例を整理した資料でございます。 

 トピックスは、前回の議論をもとに４つ挙げてございます。 

 ⑤以降につきましては、今後、各委員の皆様からのプレゼンテーションを通じまして、さ

まざまな御意見や御提案をいただくこととなっておりますため、順次、この資料に落とし込

んでまいりたいと考えております。 

 説明については以上でございます。 

○松橋座長 それでは、今、非常にかいつまんでうまく御説明いただいたと思いますが、御

質問あるいは御意見がございましたらお願いいたします。 

 いかがでしょうか。ここに５分とっているという状況でございますが、ぜひ何かございま

したら出していただければと思います。どうぞ。 

○薬師寺委員 資料１－２の１でお答えいただきまして、どうもありがとうございます。 

 これで、国と都の関係はよくわかったところでございます。 

 この検討会といいますか、検討会の成果というのは、例えば、温室効果ガスの排出量の2013

年度比で「△38％」の中に含まれているのか、それとも、これから研究するのでここのプラ

スアルファが乗せられるのかというところは、この検討会のKPIとしてどう考えておくのかが

最後には必要になると思いますので、その辺を座長とか事務局でよく練っていただければと

思います。何かしらの成果が数字であらわれると、出たという感じがすると思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今のはコメントとしても受けとらせていただきますが、現時点で事務局のほうでお考えに

なっている点はございますでしょうか。 

○倉田地域エネルギー課長 2000年比で38％削減という大きな目標を掲げているわけなので

すけれども、この38％削減につきましては、さまざまな施策を通じて38％削減するという目
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標を掲げてございますので、現段階ではこの中に含まれるという解釈をしておりますけれど

も、今後のさまざまな議論を通じまして具体的な施策に落とし込んでいった際に、さらにこ

の数字が精査されていく可能性はあると考えてございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

○薬師寺委員 はい。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 今日はプレゼンがめじろ押しなので、もしございませんようでしたらプレゼンのほうに移

らせていただきますが、会議の最中にもしお気づきの点がありましたら、最後に時間があれ

ば、もう一度、皆様にお聞きしたいと思いますので、お気づきの点があれば御指摘いただけ

ればと思います。 

 それでは、早速でございますが、委員のプレゼンに入っていきたいと思います。 

 今日は５名のプレゼンが入っております。それぞれのプレゼンがお一方10分、質疑が10分

という、学会のような厳しいものでございまして、チンという鐘は鳴らないとは思うのです

が、なるべく時間を守っていただければと思います。 

 ということで、早速、トップバッターは私なのですが、私もしゃべり過ぎる傾向があるの

で、気をつけてまいりたいと思います。 

 それでは、席を移らせていただきます。 

（PP） 

 それでは、早速開始させていただきます。 

 お手元の資料２－１をご覧いただければと思います。 

 電気代そのまま払いという、我々が何年かかけてやってきているもので、幾つかの自治体

とか事業者の方に既に事業スキームとしてやっていただいているものですが、それと省エネ

ルギーの推進との関係につきましてお話をしたいと思います。 

（PP） 

 これは言うまでもなく民生部門のエネルギー起源消費量というところを見ているのですが、

私たちの考え方としては、日本の場合、産業部門、製造業はだんだんと小さくなっているの

だけれども、依然として家庭とか業務、「民生」と言っておりますが、ここは４割近くある

ということですから、これに運輸を入れると６割になるのですが、この６割をこれから重点
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的に見ていかないと、省エネを進める必要があるのではないか。そういう意味では、東京都

さんの活躍は非常に重要ではないかと考えているわけでございます。 

（PP） 

 家庭をポンチ絵で描いて、これはJSTの低炭素社会戦略センターというところで、あるスタ

ッフがつくった絵で、そういうコピーライトになっておりますが、これは1995年ぐらいの車

であり、エアコンであり、冷蔵庫、照明、そして断熱性が必ずしもよくない家に普通の窓ガ

ラスという家で御夫婦２人で住んでいるというところで、エネルギー需要を100とします。 

（PP） 

 これも既に新しくはないのですが、2010年のものに全部入れかえた。そして、太陽光発電

を入れて、エネファームとかエコキュートとか、そういった、今、購入できる最新の省エネ

機器を全部入れる。そうすると、エネルギー消費はそれだけで一気に４分の１になってしま

う。計算するとそのようになるのですけれども、「１型グリーン成長」と我々は呼んでおり

まして、要は、日々の暮らしの周りの機器、私たちの生活の選択でこういうものを選択する

と省エネができるというものを「１型グリーン成長」と呼んでおります。 

 グリーン成長というのは、エネルギー消費が４分の１になるけれども、物は売れています

ので、経済成長はプラスになるという意味で、CO2を減らしながら、省エネを進めながら経済

成長を図るという意味で「グリーン成長」と呼んでございます。 

（PP） 

 ただ、それはいいのですが、放っておいたら進まない。なぜ進まないのかというところで、

前回お話をいただきました「限定合理性と省エネバリア」という話が出てくる。 

 前回、包括的にお話をいただきましたが、少しスペシフィックなお話をしますと、非合理

的な選好という中で、時間という軸が一つ重要である。 

 例えば、冷蔵庫を入れかえたときに、今、15万円ぐらいの新しい冷蔵庫を買います。15万

円の出費があります。そのかわり、今年から来年、再来年、３年後、４年後と電気代が節約

されるわけです。それは将来の話であって、15万円の出費は今、起こる。そうすると、将来

電気代が節約されるものを、人々は今の価値にどう換算していくのかが問題としてあります。 

 通常、経済で考えるときには、金利で考えるわけです。２％の金利であれば、来年の102

万円は今年の100万円であるというふうに、10年後であれば２％の10乗という形で、今年の価

値を割り引いて考えていく、金利で割り引いていくのが通常の形です。 

 ところが、限定合理性では、双曲割引といって、近い将来を非常に大きく割り引く形が、
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人間の直観あるいは動物を含めた直観というところにはよく合うと言われておりまして、こ

れを使いますと、来年、再来年、電気代が安くなるという効果は、今に換算すると小さくな

ってしまうということが挙げられます。 

 したがって、例えば、15万円の冷蔵庫を買って２万円ずつ安くなるのであれば、７～８年

でちゃんと元が取れるのですが、その７～８年で元が取れることの価値は、人間の心理に照

らしていうと、もっと価値が小さい。したがって、なかなか買いかえない。こういうことが

起こります。 

 このようなことは、多重債務をする人、喫煙、アルコール依存症ですとか、そういう病気

の人にも当てはまるようなことです。でも、そういう病気でなくても、衝動的な時間選好と

いいまして、遠い将来のことを余り考えたくないというのは人間の本質的な行動パターンで

あるということになります。ちなみに、行動経済学でセイラーがノーベル経済学賞をとりま

したが、こういう理論が今回のノーベル賞に該当したというわけでございます。 

（PP） 

 これが広く経済学では今、ホットなトピックなのですけれども、エネルギーに当てはめて

考えましょうということで、一つ、私は英国グリーンディールという仕組みに何年か前に注

目しました。 

 これは、主には住宅断熱を狙っているのですけれども、今、言ったように、断熱を導入す

ると光熱費がかなり減ります。しかし、断熱の工事は今、かかるのです。だから、もし双曲

割引をしていると、人は将来の価値を低く見て、今の出費を嫌がるわけです。 

 したがって、グリーンディールは何をしているかというと、今、出費しなくてもいい。そ

のかわり、断熱工事をして、光熱費が減りました。そうしたら、当面は前と同じ光熱費を払

ってくださいということで払ってもらうから、何も損しないわけです。そのローンが、例え

ば、20年支払って終わったら、その後は、もう光熱費が減っていてローンも終わっています

から、そのまま減ったエネルギーコストを享受して節約してもらえばいいという形を、イギ

リスは国を挙げてグリーンディールということで制度化しました。法律まで書きかえて、か

なり大げさにやりました。 

 しかし、審査等をかなりやったのですけれども、実際には今、停滞しております。その理

由はいろいろあるのですが、時間がないので省略します。我々は、日本向けにアレンジした

制度を設計するということで、イギリスの失敗を教訓にして、失敗しないような制度をつく

ることを考えています。 
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（PP） 

 それを私たちはもっと主婦感覚に近い言葉として「電気代そのまま払い」と言っておりま

して、要は、さっき減った分をそのまま当分は払ってもらって、ローンが終わったら減らし

ていくという形なので、「グリーンディール」などと言わないで「電気代そのまま払い」と

言って、2014年に東大とJSTの共同でプレスをやりました。家電量販のお店ですとか自治体か

らたくさんの反響をいただきまして、今に至っております。 

 去年は、今度はあるエネルギー事業者が実際にこれを事業スキームの中に入れてやったの

で、それもプレスリリースをしまして、毎日新聞などにもかなり大きく記事として載せてい

ただきました。 

（PP） 

 これは、限定合理性、初期費用の対策なのですけれども、それとともに私たちは、みんな

が知らないということの対策として、「家計簿eco＋」というアプリを開発して、無料で入れ

ました。 

（PP） 

 これは、今、どんな携帯でも無料でダウンロードしていただけるようになっていて、その

中に「電気代そのまま払い」のシミュレーターが入っています。例えば、特に冷蔵庫ですけ

れども、今、お使いの冷蔵庫は何年のものかとか、そういうデータを入れていただきますと、

今、入れかえると７年で元が取れますとか、電気代がこれだけ減りますというデータがぱっ

と出るようになっています。 

 そんなことで、これを使って知っていただくというのと、実際にそのまま払いのスキーム

を入れようということで、幾つかのところと協力をして進めるということです。 

（PP） 

 これは、JSTでやった「i-cosmos」という見える化のシステムで実際に冷蔵庫の今の電力消

費をはかったものですが、実際の東京都内のデータで見ますと、年間1,300キロワットアワー

近く使っているものと200キロワットアワー強のものがあって、６倍ぐらいの開きがあること

がおわかりいただけると思うので、今、新しいものにこういうものを買いかえていただくと、

非常に大きな省エネになることは間違いないというわけでございます。こういった見える化

も非常に有効な手段であるというわけです。 

（PP） 

 今は、幾つかの自治体と最初にやったのですが、北海道の下川町は東京23区と同じぐらい
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の面積があるけれども、人口は3,000人ぐらいなのですが、ここでやる気があるというので、

実証実験をやりました。こういうところではかえって、その後、機器を新しく入れかえて、

今まさに電気代そのまま払いをやっているところです。 

（PP） 

 これは静岡のほうで、毎日新聞に載ったのはこのパターンで、静岡ガスさんが実際に電気

事業を始められた中で、冷蔵庫を電気代そのまま払いで入れかえていただくという、これは

静岡ガスのリースを使って行うということで、実際の事業スキームの中で社会実装まで含め

てやっていただいたということでございます。 

（PP） 

 この静岡ガス以降、東京電力さんとかも御関心をいただき、九州でいうとみやまスマート

エネルギーとか、地域の電力会社からも非常に高い関心をいただいています。東京都さまか

らも大変ありがたいことに御関心をいただいていますし、幾つかの県、市からも高い関心を

いただいて、実験等を開始しているところもございます。それから、家電量販店、経産省や

環境省、国交省にも情報を共有して進めているところでございます。 

 こんなことで、そのまま払いについて、見える化、「家計簿eco＋」のようなアプリについ

て御紹介させていただきました。 

 以上でございます。 

 いかがでございましょうか。何か御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。

西尾委員、お願いします。 

○西尾委員 ６ページの英国グリーンディールのところで２点質問させてください。 

 お時間があるのでということで省略された英国グリーンディールの課題がどういうものか

が１つ目です。 

 ２つ目は、それを踏まえて日本向けにアレンジされたというところの、具体的にどういう

ところを、英国の課題はこうだったから、日本向けにはこのようにアレンジしましたという

ところについて、御教示いただければと思います。 

○松橋座長 まことにありがとうございます。 

 非常に重要な視点でございまして、イギリスは国を挙げてやりまして、特にイギリスの住

宅はロングライフなのです。平均60年、70年の寿命があり、100年以上のロングライフ住宅も

ざらにある。れんがでできたような家で、地震も余りない。そこにいろいろな何十もの対策

を入れているのですが、中心が断熱ですから、どうしても百何十万の初期コストがかかり、
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元を取るのに20年ぐらいかかる。それを国を挙げてやるために、法律を書きかえてやった。

法律のどこを変えるかというと、ロングライフなのだけれども、人が引っ越すことがある。

20年のグリーンディールを組んで、例えば、10年住んで人がいなくことがある。そのときに、

そのグリーンディールのいわば債務というか、普通は人が債務を負うのですが、家につくの

です。そのようにグリーンディール債務が家についていて、次にそこに引っ越した人がまた

グリーンディールの支払いを始めるわけです。そういうことをやるために、固定資産の法律

とか、そういうことも書きかえていた。それから、これをやりたいと言ったら電気事業者は

絶対に断ってはいけないとか、そういうことをやった。認証のスキームとか何かを全部つく

るのに、物すごく大がかりなグリーンディールプロバイダーなり、グリーンディールのサー

ティフィケーションをやる人なり、グリーンディールのバンクみたいな金融機関なり、全部

国が指定していた。そのために、物すごく大げさなシステムでコストがかかったのです。 

 それもあるし、イギリスの場合、低所得者も結構いるから、金利も少し高くなった。それ

で、銀行がそれに対してどうも嫌がったようです。そのために、審査などは何万件もやった

はずですが、意外と実際の契約が進まなくて、事実上は中途でストップしている形になった。 

 我々はどう考えたかというと、まず日本の場合、住宅がそんなにロングライフではないで

すし、20年も30年もかけて断熱なんかやっていたら、資産価値がなくなってしまう。だから、

断熱ではないだろう。それで、まずは数年で元が取れるものにやらないとだめだ。それから、

国がかりになってはまずい。国があのようにプロバイダーなどを認証するスキームを大がか

りにやってしまうとコストがかかる。だから、民間でなるべく手軽に、いわゆる手続コスト

が少なくなるようにシステムを組んでいかないとまずいということで、まず注目したのが冷

蔵庫です。 

 今、地域によっては、例えば、これをエコキュートでやりたいというところが出てきてい

ますし、いろいろなパターンが出てきて、徐々に広げていこうと思いますが、その短い期間

で元が取れるもの。それから、なるべく評価が簡単にできるもの。それで、民間でできるも

の。こういうところを、イギリスの失敗と言うと失礼なのですけれども、そこに学んで、な

るべく私たちとしてはうまくやりたいと思っています。 

 いかがでしょうか。ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

 では、一旦次のプレゼンターに進ませていただきまして、もしまた何かあったら後でとい

うことにしたいと思います。 

○山川委員 山川です。 
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 時間があまりないので、早速始めたいと思います。 

（PP） 

 本日は、初めに、私のこれまでの仕事の経験ですとか、アンケート調査結果などをもとに、

消費者の省エネに関する知識や行動についての現状をお話しいたします。 

 それを受けまして、省エネを進める上で着目すべきことや、必要なことを主に情報提供と

いう観点からお話ししたいと思います。 

（PP） 

 こちらは皆さんの配付資料には入っていないのですけれども、私が消費者の方と接する上

で、いろいろな体験がありまして、それを御紹介したいと思います。 

 まず、これは取材に対応しているときですけれども、インタビューをする方から、「照明

はワット数が大きいほうがたくさん電気を使うのですよね」ということを、自信なさそうに

聞かれたことがあります。これは、一度ではなく数度あります。 

 もちろんこれはこのとおりなのですけれども、こういう体験を経まして、例えば、私たち

が、「白熱電球は消費電力が何ワット、LEDは何ワットです」というような、そういう言葉で

お伝えしただけでは、それが買いかえにつながるとか、電気代が安くなることに簡単に結び

つくわけではないのだと知りました。 

（PP） 

 これは、私が講師をする講座であったことですけれども、「家庭で１年間に最も多く電気

を使う機器は何だと思いますか」という質問をすると、例えば、「電子レンジ」という回答

があります。電子レンジに限らないのですが、いわゆる量で見るとそれほど大きくないもの

が挙がってくることがあります。 

 これは、後にも紹介する調査結果にもありますが、消費電力と消費電力量の違いがはっき

り認識されていないのではないかと思います。 

（PP） 

 こちらは2011年３月に計画停電が行われていたときに、テレビの番組で家庭を訪問して節

電アドバイスをするという機会があったときのことです。「夜でも照明をあまり使わないよ

うにしています、電気ケトルなど、家電製品は何でも使わないときはプラグを抜いています」

というような、大変御熱心に節電をやっていらっしゃる御家庭だったのですが、一方で、1,000

ワットの電気ヒーターがメイン暖房として使われていたことがありました。 

 実際に御家庭に行くと、このような類いのことは何度か経験しております。節電の意欲や
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行動が大きな効果に結びついていないという例ではないかと思います。 

（PP） 

 こちらから皆様の配付資料になりますけれども、こういう経験を通じまして、省エネの情

報提供をする上で、消費者の実態をきちんと把握する必要があると考えて、私が仕事をして

います、東京都地球温暖化防止活動推進センターでは、過去３回、実態調査を行っておりま

す。１と２の調査は、20～70代の都民の方を対象にしたものです。３番は、18～34歳、単身、

賃貸住宅居住で、有職者に対して行っている調査です。 

 今日は、これらの中から、省エネ行動、それから機器の選択にかかわる結果について御紹

介します。また、対象の機器は、今回の検討会の対象である冷蔵庫や照明を中心にお話をし

たいと思います。 

（PP） 

 まず、これは先ほどの電子レンジのお話と関係するのですけれども、これはクイズ的な形

で出しましたが、「①100Wの照明器具を８時間使う」などの３つのパターンを示して、最も

消費電力量が多いものはどれだと思いますか？と出したものです。 

 ご覧のとおり、正解は４割で、一番多かったのが「②1,000Wの電気ストーブを30分間使う」

が約半数ということで、消費電力と電力量の関係が理解されていないことがわかりました。 

（PP） 

 こちらは若年単身世帯に対する調査結果です。 

 左のグラフが主に使用している暖房機器で、その機器を使う理由が右のグラフに書いてあ

ります。最も多いのは「エアコン」でありますが、ほかに「電気ヒーター」が８％になって

おります。 

 隣の右のグラフをご覧いただきますと、この「電気ヒーター」を利用している理由として

「省エネだと思うから」という人が26％いました。さらに、「エアコン」を使用している理

由に「省エネだと思うから」という人は７％という結果が出ております。これはサンプル数

が少ないのですけれども、こういう誤解が生じていることも知っておく必要があると思いま

す。 

 ここに吹き出しで書きましたけれども、これも私が経験したことですが、省エネアドバイ

スの現場で、「小さい家電のほうが省エネだと思っていた」という御認識をされている方も

いらっしゃいます。 

 私が仕事をしている東京都の温暖化センターでは、新しく派遣社員さんなどが入ってきま
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すが、初めて省エネの仕事をする人で、今まで自宅にエアコンがあったけれども、電気代が

かかると思って暖房には使っていなかった、電気ヒーターを使っていましたが、この仕事を

して、エアコンを使うようにしたところ、電気代がすごく減ってびっくりしましたというこ

とも何度か経験しております。 

（PP） 

 これは照明の話です。同じく若年単身世帯です。この囲っているところに御注目いただき

たいのですが、「メイン照明には何を使っていますか？」という質問に対し、「わかりませ

ん」という方が18％、特に女性に多く25％と出てきました。LED照明の普及を進めていますけ

れども、そもそも自分が今、何を使っているかがわからないという人もいることは知ってお

く必要があるのではないかと思います。 

（PP） 

 ここは省エネをやっていない理由を調査したものですけれども、こちらの円グラフは、冷

蔵庫の庫内の温度調整をやっていない人が45％。その理由のトップは「手間がかかる・面倒」

が３割という結果です。 

 今日の資料には入れておりませんけれども、テレビの画面の明るさを抑えたり、省エネモ

ードの設定をやっていない理由として、「手間がかかる・面倒」、やり方がわからない。こ

れが、それぞれ２割前後を占めていました。 

 これらの理由を考えますと、前回の検討会で、ナッジを活用した省エネ対策ということで、

機器の省エネモードの初期化という話が出ましたが、それは解決策の一つではないかと考え

ております。 

（PP） 

 「冷蔵庫の左右にすき間をあける」に関しては、「やっていない」が31％。その理由のト

ップは「間隔をあけるスペースがない」ということで、これは購入するときにスペース分を

考慮した機器選択が行われていないというわけで、逆に言いますと、購入時に適切なアドバ

イスをすることで正しい選択が行われる可能性もあるのではないかと思います。 

（PP） 

 次は、若年単身世帯なのですが、今住んでいる借家を選ぶときに、不動産会社から情報提

供を受けた項目について調査しました。 

 左の枠で囲ってありますところの「エアコンの省エネ性能」「給湯器の省エネ性能」「住

宅の断熱性能の高さ」「日射遮へい対策」「LED照明の設置状況」、これらの省エネに関連す
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る項目は、ほとんど情報提供がされていないことがわかりました。 

 ただし、これはその家の断熱性能や機器の省エネ性能が高くないがために、アピールポイ

ントになっていない可能性もあると思うのですが、情報提供はされていないという状況です。 

 こちらの右側のグラフは、物件を選択するときに重視することについて、情報提供があっ

たものとなかったものに分けて集計をしました。これもサンプル数は少ないのですけれども、

情報提供があったものは重視度が上がることが見えておりますので、情報提供が借家なり機

器の選択に影響を及ぼすことがわかるのではないかと思います。 

（PP） 

 調査結果の最後ですけれども、これは若年単身世帯の調査結果です。 

 冷蔵庫をピックアップしましたけれども、一人暮らしをするときに購入した冷蔵庫をどの

ようにして選んだかについてです。 

 この囲ったところを見ていただきたいのですが、一人暮らしを始めた年齢が18～25歳の方、

つまり、大学の入学時とか、その後、数年の間の場合、「親に相談し選んだ」が28％、「親

が選んだ」が18％ということで、親が関与する割合が半分弱ぐらいいるということです。 

 前回の検討会で、大学の生協と連携するなどという話が出ていましたので、関連情報とし

て御紹介させていただきました。 

（PP） 

 すごく駆け足になってしまいましたが、今までの結果などを踏まえまして、家庭の省エネ

を進めるために着目すべきこと、必要なことについて、主に情報提供の観点でまとめさせて

いただきました。 

（PP） 

 まず１番目「消費者の知識や理解の程度に合った情報提供を」ということです。 

 冒頭の「ワット数が大きいほうが消費電力が大きいのですか」という確認や、今、使って

いる照明器具の種類がわからないように、我々伝え手側と消費者の間には、想像以上の知識

や理解度のギャップがあるのではないかと推察されます。ですので、いろいろな各種普及啓

発ツールがございますけれども、まだまだわかりにくいのではないかということを、わたし

の反省も込めて考えておく必要があると思います。 

 わかりやすい情報提供の手段として、ビジュアル（動画含む）をもっと活用できるのでは

ないかと思います。 

 それから、いろいろな普及ツールには行動科学の視点を今後も取り入れていくことが必要
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だと考えます。 

 ２番目は「“みえる化”は、個別機器の“みえる化”も」と書きました。冒頭のほうで、個々

の機器の消費電力や消費電力量がわからないので、効果の大きい省エネ対策が見落とされて

いる可能性がある事例を御紹介いたしました。 

 現在、HEMSは個別機器の電力が計測できるものもありますけれども、多くは住宅全体とか、

ブレーカーごとの測定になっているのですが、やはり個別機器の電気の見える化が必要では

ないかと感じます。 

（PP） 

 ３番目は「情報提供は、内容に合わせて効果的なタイミングで実施」ということで、ここ

に幾つか例を挙げました。 

 まず、機器の省エネ設定、適切な設置環境というのは、機器の配達・設置時に、配達や設

置をする事業者が行うことや、買いかえや適切な機器選択は、家電店から来店時にお客様に

説明する。それから、住宅の購入時やリフォーム時に機器の買いかえも提案したり、適切な

機器選びのアドバイスなどができると思います。 

 ここに挙げたようなことが促進できるような対策をとることで、省エネが進む可能性があ

るのではないかと思います。 

（PP） 

 最後に、行動科学を活用した具体的な事業の例を幾つか挙げてみました。 

 まず、「１．都内世帯の世帯類型・住宅類型別の電気・ガスの使用量・金額を示す」とい

うことで、今日の配付資料にあると思いますが、こちらが東京都さんがおつくりになってい

るリーフレットで、私も製作にかかわっておりますけれども、ここの頭のところに、都のベ

ンチマークということで、電気、ガスの使用量を、戸建て、集合、世帯人数別に示すことを

なさっておりますので、これを今度はさらに、電気代、ガス代に換算して、よりわかりやす

い方法で提供していくことができれば、消費者の省エネ行動というか、省エネ行動変容がも

っと進むのではないかと思います。 

 それから、前回の検討会でもお話がありましたが、身近な周囲との比較が効果的というこ

とがありましたので、それを取り入れた事業ということで「区市町村や学校等と連携した、

町内会、マンション、学校における省エネプロジェクト（コンテスト等）の実施」も考えら

れると思います。 

 ３番目は、これも今日配付いただいておりますが、こちらの「家庭の省エネアドバイザー
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制度」というものが今、東京都で行っている事業の一つでして、省エネアドバイザーが家庭

に伺う、もしくはイベントなどの機会を通じて、その御家庭に合った省エネ対策をアドバイ

スしていくという事業なのですけれども、ここでも、例えば、提案する省エネアドバイスを

絞り込む、損を強調したメッセージとするというような、行動科学の視点を取り入れること

で、より訴求率が高まって、実施率が上がる可能性があると考えております。 

 駆け足ですが、これで終わります。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、御質問等ございましたら、お願いいたします。 

 いかがでしょうか。大変おもしろい情報をいただきまして、一般の人がいかにエネルギー

という観点で捉えることが難しいか。我々が常識としてやっていることが、なかなかわかっ

ていただいていない。それをどうやったらわかっていただけるのかを考えないといけないと

いう意味で、考えさせられるお話だったと思いますが、いかがでしょうか。 

 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 とても興味深かったのですけれども、電力のことで、例えば、中学校ぐらいの

理科がわかっていたら全然わかる話なのですけれども、それが日常生活の中の出来事と結び

ついて理解されていないということなのですよね。それは主にどういう特徴の人か。必ずし

も勉強ができなかった人というわけではなくて、そういう知識を応用に使えないことになっ

てきてしまっていると思うのです。 

 一つは、先ほど、松橋先生が言われたように、リチャード・セイラーのような行動経済学

が今、はやってきていて、わかりやすく、しかも見える化をするというふうに、どんどんわ

かりやすくする方向もあると思います。一方で、根本的な構造を理解できるようにして、学

校教育の段階かもしれませんし、大人になってからまた見直すということかもしれませんが、

応用的に考えていく力をつけていくという方向もあって、その両方の方向性があると思うの

ですけれども、どんな人たちをターゲットにどんなことをしていったらいいか、何か展望は

ありますでしょうか。 

○山川委員 一つは、前回の質疑のときに申し上げたのですが、教育という観点では、小中

学校ももちろん大事なのですけれども、やはり大学生ぐらいの年ごろの方が私は効果がある

と考えます。それは、将来住宅を買うとか自分で機器を買う世代で、人によっては電気代を

自分で払っている人がいますので、そういう人に向けて昔、理科で習ったことが、生活では

こういうところに結びついているのだということが非常にすんなりわかる世代だと思います。 
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 大学で教えたときに感じたのは、一般教養の授業でしたので、いろいろな専門の方が参加

しますので、みんな何かしら自分の専門と結びついているのです。 

 例えば、建築をやっている人だと、住宅の断熱は当然結びつくし、機械工学、電気、電子

という形で、何かしら自分の専門と結びついます。自分の専門がどういうことに役立ってい

るかがよくわかったという感想もいただいたので、一つはそれがあると思います。 

 あとは、特に世代というわけではないのですが、生活者全体ということで、いろいろな方

向けに応用ができていくと思います。 

 済みません。お答えになっていないかもしれません。 

○松橋座長 よろしいですか。 

○杉浦委員 はい。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 実は、キロワットとキロワットアワーの違いは、私も電気で学生たちに最初に講義すると

きに、電気なのだから、君たちはキロワットとキロワットアワーだけは絶対に間違わないよ

うにしなければいけないと言うのですけれども、意外と生物系の人ですとか、そのようだと

やはり、かなりシニアな方でも間違うことがあるのです。だから、盲点ではないかと思いま

す。研究者の方でも、キロワットアワーをキロワットと書く人が、別の分野ですとあります

ので、気をつけなければいけないところではあると思います。ありがとうございます。 

 ほかに何かございますか。どうぞ。 

○天野委員 今のキロワットアワーのところで、５ページに出してくださいました思い違い

調査で、これは20～70代までということで、年代による違いもあったのでしょうか。それと

も、意外と若者も同じような感じだったかがもしわかれば。 

○山川委員 もう一度ちゃんと調査結果を見ないといけないのですが、私の記憶では、いろ

いろな属性で、特別にどこか突出したところがあるかを確か見たのですけれども、なかった

と思います。 

○松橋座長 そういう意味では、押しなべて、一回、言っておいたほうがいい感じなのでし

ょう。ありがとうございます。 

 いかがですか。よろしいですか。 

 大変丁寧なお話をいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、次のプレゼンに進ませていただきます。 

 ３番目、髙橋委員からお願いいたします。 
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○髙橋委員 それでは、私のほうから御説明をさせていただきたいと思います。 

 大手家電流通協会、いわゆる家電量販店の業界団体でございます。 

 「家電量販店における省エネ家電普及促進に関する現状」といいますか、今、現場で何を

やっているかについて、少し御紹介をさせていただきたい。 

 私は民間企業でいわゆる商人なものですから、専門的な話ができるわけではなくて、少し

箸休め程度に、気楽に聞いていただければと思っております。 

（PP） 

 まず、省エネ家電なのですけれども、いわゆる電気代の節約になりますということで、消

費者にとってはメリットがあります。同じく、省エネ家電といいますと、例えば、同じ冷蔵

庫というカテゴリーでいっても、省エネ性能の高い製品は単価が高いことがありまして、高

単価商品ということでございますので、我々の売り上げ増にも寄与するという観点で、ビジ

ネスメリットがあります。 

 大概、環境と経済というとトレードオフの関係にあったりして難しいなどと言われて、デ

カップリングとかいろいろと言われたりして、何とかそこをつなげてみたいな話があるので

すけれども、この分野は唯一我々の商売とウイン・ウインの関係にあって非常に進めやすい

こともあるものですから、我々としても省エネ家電の販売への取り組みの強化を進めている

ところでございます。 

 お店でできることということで３つ挙げさせていただいたのですけれども、そのほかにも

たくさんあるとは思うのですが、我々、リアル店舗でいうと、やはりお客様、消費者の皆様

との結節点ということで、なかなか説明商品が多いものですから「①接客」が一番大きな消

費者に対しての情報提供です。 

 もう一つが「②VMD」、Visual Merchandisingといいまして、余り定義のはっきりしない言

葉なのですけれども、我々はよく使っているものですから、いわゆる展示演出と考えていた

だければいいのかなと思っております。 

 あとは「③POP」です。いろいろショーカードを含めて、いろいろ店に張ってあるものとお

考えいただければよろしいのかなと思います。 

 我々は、山川先生からも御説明があったとおり、なかなか伝え切れていないなということ

を、先ほどのプレゼンで非常に反省をした次第でございます。企業と消費者というと、どう

しても情報の非対称性みたいなことを言われているわけなのですけれども、それぞれ少し踏

み込んで御説明をさせていただきます。 
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（PP） 

 まず、「①接客」というところですが、これはお客様と直接お話しさせていただくという

観点で、当然、省エネ性能、ランニングコスト等については、御説明をさせていただいてお

ります。 

 ただ、それだけではなくて、消費者の皆さんが製品を選ぶときには、家族構成であります

とか、御予算、サイズ、デザイン、電気代の比較のどこが一番ウエートが高いかというと、

やはり値段なのです。御予算が一番の関心事項になるのですけれども、その中でも温暖化で

ありますとか環境問題に関しては、店頭での説明や接客でのお話の中には話題として余り上

ってこないと思っております。 

 ２つ目の「②VMD」のところでいいますと、これは観点としては、お店で探しやすい、選び

やすい、買いやすい、いわゆるわかりやすい展示をいかにつくっていくかが要点になってい

るのですが、我々としては、店内の動線を軸に、容量別であるとか、価格帯別であるとか、

機能性別であるとか、あとは陳列のエンドに話題性のある商品を持ってくるとか、より消費

者の皆さんにわかりやすくお伝えするにはどうしたらいいかを日々工夫しているわけです。 

 我々の商売の中で専門的な話になるのですけれども、プライスラインとか、プライスゾー

ンとか、マーチャンダイジング、販売計画といったことでいろいろ考えているわけなのです

けれども、マーチャンダイジングというと、何を何台、幾らで売るのですかという話になる

わけで、そこから我々の販売計画は決まってきまして、そこで販売計画が決まるということ

は、イコール仕入れ計画が決まる。そこの仕入れ計画からすると、メーカーさんにその情報

が行って、生産計画につながっていく。 

 ということなので、そこで決めるときに、省エネ性能でもってそれを計画しているかとい

うと、そういう現実はありません。ただ、省エネ型モデルについては、少し強気に仕入れる

といったことは実際に行っております。やはり積極的に販売していこうという販売努力込み

で、少し強気に販売計画、いわゆる仕入れ計画は行っております。 

 最後の「③POP」なのですけれども、こちらは入り口エントランスから入ると､それぞれ皆

さん、量販店にいらっしゃっていただけるとわかりますが、各種ポスターがあったり、いろ

いろなキャンペーンのポスターがあったり、折り込みチラシが張ってあったりということで

す。店内に入れば、リサイクル関連の情報とか、いろいろな注意喚起のPOPなどもたくさんあ

るわけですけれども、商品本体には、値札と商品情報、サイズといったものが張られている。 

 この統一省エネラベルもあわせて張ってあるわけですけれども、次のこちらになります。 
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（PP） 

 「ご来店されたお客様への省エネ家電買換え促進策」ということで、これはある種、法律

の枠組みでもあるのですが、値札の横に大きくこの省エネラベルを、これは冷蔵庫なのです

が、指定商品には全部張っております。 

 こちらについて、やはり接客時に説明はしておりますけれども、以前のエコポイント政策

時にはかなりこれは認知度が上がったのですけれども、今は消費者の皆様からの関心度は落

ちている感じがしております。 

 下に書いてありますように、これは省エネ法のトップランナー制度に基づいて、我々小売

に対しては省エネラベリング制度に基づいて行っている。 

 この省エネ法のトップランナー制度は、メーカーの皆さんには大変厳しい規制がかかって

おりまして、いわゆる何年の目標年度に達したものの性能以下のものはつくってはいけない

という、これは世界に冠たる日本ではすごく評価されている制度なのかなと思います。それ

を受けて我々は、こういうメーカーさんが努力された、省エネ性能の高いものをしっかり普

及させていこうということで、ラベルの表示を行っている。 

 ただ、消費者の方々には、買いかえをすることは盛り込まれていないのは少しどうなのか

と思っております。義務までは当然いけませんし、責務ということもないのですけれども、

促進するようなものを盛り込んでいくのも一つの形なのかなと思っております。 

（PP） 

 ２つ目なのですが、これは国の施策ということで、環境省で今、クールチョイスというも

のを推し進めておりますが、我々協会としましても、このクールチョイスは賢い選択の意味

ですけれども、ポスターを掲示したりして推進しております。 

 ６月に、これは環境省の５つ星家電買換えキャンペーンが始まっておりまして、これのキ

ックオフイベントの模様をお示ししたものです。 

（PP） 

 ３つ目なのですが、促進策として、省エネ大賞というものがあります。 

 これは、省エネルギーセンターがやっている制度で、毎年２月ぐらいに発表になるのです

けれども、実はこれは非常に効果があります。今年、これは東芝さんの冷蔵庫ですけれども、

これが出ると非常によく売れます。こういう省エネ大賞は我々も勧めやすいということがあ

りまして、そういったものがもう少しクローズアップというか、製品を広げていったりして

いくことも手なのかなと思っております。 
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（PP） 

 最後に、行動科学的アプローチというのは、我々からするとほぼマーケティングとニアリ

ーイコールなのかなと思っている感じがあるのですけれども、間違っていたら済みません。 

 御来店していただいたお客様、御来店されるお客様に対しては、先ほど来、御説明させて

いただきましたように、お店で対応ができているのではないかと思っております。やはり問

題なのが、右側のまだ御来店されていないお客様、「まだ使える」とか、前回も言いました

けれども「もったいない」という意識が壁になって、買いかえようという意識が行っていな

いところに、こういった自治体様を含めて、先ほど松橋先生からもありました電気代そのま

ま払いといったものは、ぜひ国を挙げてといいますか、オールジャパンで取り組んでもらい

たい施策だと感じているところでございます。 

 雑駁な話でしたけれども、以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○松橋座長 実際に家電製品を売っていらっしゃる現場のほうから、大学とか公的機関とは

また別の、非常におもしろい重要な点を御指摘いただいたと思います。 

 いかがでございましょうか。御質問等ございましたら、お受けしたいと思います。 

 山川委員、お願いします。 

○山川委員 機器については、今のお話の中にもありましたけれども、買いかえそのものを

進める策と、買うときに省エネ性能のより高いものを買うという２つの視点があると思いま

す。 

 省エネ性能の高い機器は、やはりほかの付加価値も高いのでどうしても価格が高くなって

しまって、消費者にとってはそこもハードルになっていると思うのです。 

 古い機器を買いかえるということでは、先ほどの松橋先生のプレゼンのところに冷蔵庫の

省エネ性能のばらつきが出ていましたけれども、必ずしも５つ星でなくても買いかえること

で大きく省エネが図れると思うので、この辺を踏まえて、どっちを優先してやっていくかと

いうところも考えつつ、適切なアプローチが必要なのだろうと思ってお聞きしておりました。 

 前置きが長くなりましたが、先ほど５つ星家電買換えキャンペーンはやりづらかったとい

うお話があったのですけれども、これは仮に５つ星に限らず、買いかえましょうキャンペー

ン的なものですと、販売側にとってはどのようなことが考えられますか。 

○髙橋委員 確かに、５つ星の機種はメーカーさんでも非常にハイエンドな単価の高い機種

になりますので、環境省さんにも５つ星だけを対象にするのはなかなか厳しいという話をし
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たのですが、そこはそういうようなところで、薬師寺さんも委員で入っていらっしゃいまし

たけれども、難しかったと思います。 

 おっしゃるように、我々としては、３つ星でもまだ買いかえていない消費者の方にいらっ

しゃっていただくことが一番望んでいるところでございまして、御来店いただいたお客様は、

やはり御予算によって、決して何が何でも５つ星を勧めているわけではないのです。そうい

ったお客様に合った商品を買って、買っていただいたお客様に御満足いただかなければいけ

ないという使命が我々にはございますので、何が何でもということは行っていないわけです

から、最も必要な施策は、まだ使い続けていらっしゃるお客様が店頭に足をお運びいただく

施策が必要だと考えているところでございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

○山川委員 はい。 

○松橋座長 ほかにございますでしょうか。 

 杉浦委員、どうぞ。 

○杉浦委員 省エネ製品は単価が高いところが非常におもしろいと思いました。 

 もし、単価は高いけれども、販売員がそうした省エネ製品をうまく売るということに動機

づけられるのであれば、決してそれは消費者を欺くわけではなくて、将来的には電気代で回

収できるというところがあって、販売側としてもそれは売り上げが伸びるということであれ

ば、販売員は、どうやったらそれをうまく消費者、お客さんに説明できるかをよく考えるよ

うになると思うのです。販売員それぞれが、先ほどの話でいえばキロワットとキロワットア

ワーの違いみたいな知識があるのかないのかということです。それをお客さんにどう伝える

のか、いわばスキルアップとか、あるいは社員教育みたいなことも十分考えられると思うの

ですけれども、そのあたりで何かそれぞれの会社あるいは業界として何か取り組んでいるこ

とはあるのでしょうか。 

○髙橋委員 個社個社、いわゆるそれぞれの会社さんでは取り組んでいることがたくさんあ

るのですけれども、個社の事例なので、なかなか今日は持ってこられなかったこともありま

す。 

 例えば、ある会社さんでは、現実に10年前の冷蔵庫と、この冷蔵庫を買った場合に、どれ

くらいで元が取れるかをビジュアルに表現していたり、そういったこともやっております。

我々としても、ありとあらゆるそういった方法を考えながらやっているのですけれども、ぜ
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ひこの会議の中でどういった見せ方が効果的なのかという知見もいただきたいと思っている

ところでございます。まだ努力不足なのかもしれませんけれども、ぜひそういった観点でも

参加させていただきたいと思っております。 

○松橋座長 どうぞ。 

○杉浦委員 そのように販売する方が説明を頑張っておられると、その販売員自身も省エネ

意識が高くなって、より省エネ製品を積極的に売ろうということを進めていくことにつなが

るのではないでしょうか。言われたからやっているのではなくて、本心からこういうものが

お客さんにいいと思って勧められるようになれば、さらに説得効果が高くなるのではないか

ということを、心理学の立場から感じました。 

○髙橋委員 この点については、各社が方針として省エネ家電を普及促進していくことを挙

げていますので、表彰制度を会社の中で設けている会社もございます。より省エネ性能の高

い機種を販売した従業員を表彰する制度を設けるといったこともやっておりまして、御指摘

のとおり、販売する側の姿勢は直結しておりますので、非常に重要だと考えております。あ

りがとうございます。 

○松橋座長 よろしいですか。 

○杉浦委員 はい。 

○松橋座長 西尾委員、ちょっと時間が押してきましたが、１点、どうぞ。 

○西尾委員 １点ということで、１点に絞ります。 

 山川委員のお話に絡めての１点の質問で、購入後の設置のときのお話なのですけれども、

先ほど、冷蔵庫の設定とか、設置時に少しアドバイスしてあげられればというお話がござい

ました。そこら辺は１～２分の会話が、効くか効かないかとか、できるかできないかとか、

そこら辺の感触的なところを教えていただければと思います。 

○髙橋委員 確かにそこのところは取り組んでいかなければならない観点だろうとは思って

おりますが、やはり設置の人間と消費者の方との接点も意外と難しくて、そこまで踏み込ん

でやることを、消費者の皆さんでも喜んでいただける方とそうでない方がいて、なかなか難

しいところがございまして、研究はしていかなければいけないとは思っております。 

 さっきのお話を聞いていて、何かお渡しできるものがあればいいのかなと。話すのではな

くて、何かパンフレットみたいな、置いてくるものがあってもいいのかなと思っているとこ

ろです。ありがとうございます。 

○西尾委員 たまたま私は最近、炊飯器を買いかえたのですけれども、開けると中に、エコ
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炊飯モードにデフォルトでなっていますというものが入っていたりして、それはどちらかと

いうと、それがお好みでない方への情報提供も含めてのことだと思いますが、何かそういう

工夫も将来的にはあったらいいのだろうと思うところもあります。 

○髙橋委員 勉強させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ほぼ時間ですが、よろしいでしょうか。 

 後でもう一回、余れば何とか時間をとりたいと思いますので、次に進ませていただきます。 

 次の御発表ですが、巻口委員からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○巻口委員 巻口でございます。 

 今日は、私どものいわゆる新電力へのスイッチングを通して、お客様がどういう行動変容

の中で、いろいろなお考えあるいは行動を起こしているかを、私どものデータに基づいて御

紹介させていただければと思います。 

（PP） 

 ここの真ん中に、いわゆる「認知」「興味」「理解」「欲求」云々かんぬんから「共有」

というところまで書かせていただいていますが、こういう行動変容の中で、今のいわゆる新

電力を選ぶことがどういうところにあるかというと、今、私どもは 正直に言って、電力自由

化を知って、調べて検討したけれども、ちょっと面倒くさい。だから、ほったらかしだ。正

直、全体的に、平均的には理解でとまってしまう人が多いという場面かなと思っています。 

 そういう中で、いわゆる私どものような電力の比較サイト、あるいはいろいろなウエブや

紙でのコンテンツの中から理解はそこそこどうも進んでいる。ただ、そこに「欲求」「信用」

「行動」という次のステップになかなか結びついていないのですが、私どもは最近、よくい

ろいろな場面で、電力を変えることが、インセンティブといいますか、どういう欲求にある

かは、端的に言って「たかが1,000円、されど1,000円」という言い方でお客様には言うので

す。大体、平均的に月に1,000円ぐらい安くなりますというのが実態ですから、この1,000円

という額をどのように捉えて、どう行動を起こしていくかというところが、まず「欲求」の

ところにあるハードルなのです。 

 それから、「信用」というのは、私どもみたいな無名の比較サイトという立場からすると、

要は、いわゆる地域電力さんのように、信用やネームバリューがあるわけでも何でもないの

で、どこの馬の骨かわからないところにそういうものをお願いすることに対する抵抗感、あ

るいは新電力そのものも100社、200社とあるわけですし、正直言って、聞いたことがない会
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社がいっぱいですから、そういうところに大切なインフラをお願いすることに対する抵抗感

等々ありまして、なかなか左が右に動いてこないというのが現状かと思います。 

（PP） 

 それを、この人は男性で未婚の場合で、当社が何年も前からこの人自身を、ずっと経年的

に１人の人を追いかけて、どういう行動変容を考えて、どんなことをやっているかを表にま

とめたのです。現実的には、この人はまだ何も動いていません。 

 要は、2016年の４月に電力の自由化が始まったわけですが、その２～３年前から当社はこ

の事業に入ろうという中でこの人を追いかけていたのですけれども、一番左側を見ていただ

くと、要するに「認知」という意味では、何かいろいろあるみたいだというところから、テ

レビのニュースもネットのニュースも、２～３年後にこういうものがあるということで始ま

っていたという流れで、実際に自由化が４月に始まるわけですが、その年の１月、２月にな

ると、いろいろなメディア、媒体がこの自由化について４月から自由化が始まるといろいろ

アナウンスしたわけです。そこで、いろいろとネットを見るだとか、我々の比較サイトを見

ることに結びついてきて、そして、現実的に３月になったけれども、上に書いてありますが、

この人はもともとJ:COMというインターネットに入っていたわけで、このJ:COMに入っている

という流れの中で、自分はどうなのかと「検討」までは行った。 

 そして、４月に入って、世の中はとうとう来たわけですが、実際問題、安くなるのだろう

けれども、この人は単身ですから、金額的メリットが余りないわけです。先ほど言った「た

かが1,000円」にもならない感じになるわけです。その中で、シミュレーションの結果も信頼

できるわけではない。これは我々に対する信頼です。本当に安くなるのかどうかもわからな

い。また、引っ越したらどうなるかもわからない。何となく電気を変えることに対してリス

クも感じる。手続自身も何かノルマ的な感じがするという中で、しばらく待とうとこの人は

思ったわけです。 

 2017年４月からガスの自由化が始まったのですけれども、この人はそのときに対しても同

じような行動変容で、ガスも大して使わないということで、現在、ガスも電気も何も結局、

動いていない。こういうパターンでございます。 

（PP） 

 これは非常に泥臭い話ですが、うちの訪問者数を時系列的にずっと見てみます。 

 一番左に「低圧」と書いてありますが、これは御家庭です。「高圧」が、この場合ですと

中小の事業者さんです。 
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 この１～４月ぐらいまでは、テレビ・マスコミ等がざっといろいろやったのです。そうい

う中で、私どもも含めて、いろいろワイドショーなども出る。そのときははっきり上がるわ

けです。私どももキャンペーンということで、1,000円でも2,000円でも付加的にさらにプラ

スアルファをしますよというと、それには応答する。これを見ていただくと、赤と緑のとこ

ろは明らかに上がる。ほかにちょっと上がっているところもほとんど類似なのです。マスコ

ミさんが動いたときだけです。ただし、それは決して底上げになっていないのです。本当に

一過的で、ぽっと上がるとまたもとに戻る。さりとて、ゼロにはならないのです。ここがな

かなかなのです。 

 高圧の事業者さんは、これは４月に自由化されたのではなくて、もっと何年も前から自由

化されているところなのです。ところが、この低圧の家庭が自由化されたというのが一つの

きっかけになって、それなりに活性化している。 

 ここの人が決定的に違うのは、担当の方は仕事としてやっているわけです。だから、上か

らも言われ、自分の仕事として遂行しなければいけない中で、家庭とは全然違う意識の中で

やっているわけですが、こんな経過になっている。 

 ただし、テレビのCMをぽっと入れるのだけれども、そのときだけは上がるが、またもとに

戻ってしまう。こういう経緯になっております。 

（PP） 

 では、実際問題、切りかえた人はどのくらいの満足度かをやると、私どもの結果でも、エ

ネ庁様がやったことでも、そういうものを実際にやった人のほぼ８割、６割は満足していま

す。実際的に、入り口で切りかえ手続が面倒くさいのではないのかという人もいたのですが、

そういう人も結果的には面倒くさくなかったと言っていただいております。 

（PP） 

 これは全くのマーケットの話ですけれども、日本全国でどうなっているかというと、８月

末でございますが、全国的には7.7％です。 

 それから、東京都というか、いわゆる首都圏ですね。東京電力の管内ですと10.8％という

ことで、全国平均に対して約３％ぐらいは、実際に首都圏は高目にスイッチング率が推移し

ていますが、この勾配は変わらないのです。ずっと定常的に人は入ってくるということにな

っております。 

（PP） 

 これもエネ庁さんが出しているグラフですが、いわゆる電力を自由化した先進国の中で、
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日本が約１年半たつのですけれども、どのくらいの経緯を今のところはたどっているかとい

うことで、青がイギリス、赤がフランスで、ちょっと見にくいですが、黄緑色の日本がちょ

うど真ん中ぐらいになっていて、１年半で7.7％というのは、イギリスとフランスの真ん中よ

りちょっと下、大体ほぼ真ん中の感じで推移している。だから、そんなにすごくイギリスみ

たいにいかないけれども、フランスみたいに余り停滞しているところもなくて、いかにも日

本的にそこそこかなというのが現状だと思います。 

（PP） 

 これはうまくいっている例ということで、イギリスのスイッチング市場を見ると、毎年、

とにかく15％の人がスイッチングしていることになっていて、それは現在の料金より安いプ

ランが常にマーケットに出てきて、したがって、そういうものだからということで、それを

きっかけとして、59％の人が切りかえているということです。 

 それから、出費がふえたから節約したい、引っ越ししたというのが、また一つ、電気なり

エネルギーの供給先を変えるという大きなきっかけになるのですけれども、こういうものが

こんなパーセントで出ております。 

（PP） 

 もう一つ、我々として次にどんなことを考えているかなのですが、この前、都のほうでの

御報告の中にも、いわゆる賛同する世帯を集めて、いわゆる組合として電力会社から電気を

購入するという枠組みが諸外国ではあると言われていたのですけれども、先ほど私が言いま

したように、個人だと、特に余り使わない単身世帯だとほとんどメリットがないということ

なのです。 

 ただし、そういうものもある程度、数を集めてきて、まとめて、いわゆるバーゲニングパ

ワーをもって電力側と対峙するという中でいきますと、ある程度のパーセントを勝ち得る可

能性を秘めているわけです。 

 したがって、我々としては、そのようにグルーピングし、特にまとまった世帯でそこの電

力と交渉する。今、電気会社がつくったメニューを買うというよりは、私は常々言っている

のですが、TB商品で、消費者側がニーズとするメニューを、電力側に対してつくってくれと

いう形で交渉することによって、個別交渉よりも安いものを買えるし、我々自身としても、

個人の電気の使い方もデータ解析をして、最適ないわゆるロードカーブ、あるいはそれをベ

ースにしたメニューをつくって電力に出す。しかも、使い方だけではなくて、データはこち

らにあるわけですから、省エネ行動に結びつけて、そしてそれを電力会社に対してやっても
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らう。こんな実証サービスができないかということを考えております。 

 以上でございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 大変興味深い御発表をいただいたかと思いますが、いかがでしょうか。今の御発表に御質

問がございましたら、お受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○天野委員 このスイッチングのお話で、今日の御報告の趣旨と外れるかもしれなくて申し

わけないのですけれども、最近、異業種間の中のセット割といいますか、例えば、携帯電話

と一緒に電気を変えると携帯電話の料金が安くなるというような、本来商品が持つ機能とは

全く別のところで附属品として別の商品がセットで取り上げられるみたいなものがあるので

すけれども、こういうスイッチングで、例えば、今日はイギリスとかフランスの例を御紹介

いただきましたが、海外ではそういうことは。 

○巻口委員 むしろ日本よりも多種多様です。保険商品とか金融商品などが一緒になってい

るものもありますから。日本はそういうところまでは許されていません。要は、電気を一つ

の入り口の商材として、言葉は悪いですけれども、おとりみたいにして、ほかの商品をくっ

つけて売るのはごくごく普通。 

○天野委員 そういうときに、省エネですとか、環境面ですとか、そういうものをうたわれ

ることは余りないのですか。 

○巻口委員 それはないですね。むしろ、こういうことはあります。電源などについて、グ

リーン電力だからいいのではないかとか、そういう売り方はありますが、むしろ電力側から

するといっぱい電気を買ってもらいたいわけですから、余り省エネに結びつけることはなか

なかないです。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 クラリフィケーションという感じなのですが、６ページとか７ページで、切りかえ率、ス

イッチング率の御紹介がありましたよね。最初、出だしたときに、せいぜい１％ぐらいとい

う数字で我々は何となく頭に描いていたのですが、これは近年では7.7％とか、東電管内です

と10％も切りかわっていますか。 

○巻口委員 はい。10件に１人ですね。 

○松橋座長 そんなに来ていますか。 
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○巻口委員 ただし、ここで会場の人に手を挙げてくださいと言っても、恐らく１人か２人

ぐらいかもしれない。大体そんな感じです。だから、やる人はやっているという感じです。 

○松橋座長 そうすると、東電管内だと1,800万世帯とかあると思うのですが、100万～200

万ワットで、大きいところを中心に行っているからワットでいうと。 

○巻口委員 ワットではないです。これは世帯数です。 

○松橋座長 件数ですか。 

○巻口委員 そうです。 

○松橋座長 では、かなりいっているのですね。 

○巻口委員 ですから、これを「かなり」と言うか、先ほどのイギリスみたいに４割もいっ

ているようなものを「かなり」と捉えるかというところはあるかと思います。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 杉浦委員、どうぞ。 

○杉浦委員 比較サイトを見られる方というのは、実際に変えようとする人が見に行かれる

と思うのですけれども、比較サイトをよく使う人は電気も比較して選ぼうといった、他の商

品を選ぶときとの関連性や傾向があるのか。そして、そこの比較サイトを見ると、実際に行

動が起こってくるということは強く見られるのでしょうか。その辺り、何かデータがあれば

お願いします。 

○巻口委員 後者のほうは、強く見られないのです。先ほどの行動変容でも見ましたが、私

どものところで比較はします。ただし、そこに次の欲求とか、つまりメリットと、例えば、

そこでやらなければいけない次の手続だとか、いろいろな拘束条件が、乗り越えなければい

けないハードルが若干ありますよね。そこは、やってみれば実際的にはそんなでもないのだ

けれども、いろいろな比較の中で、日ごろからこんなことを考えていないわけですから、お

仕事とかを抱えているわけで、その一部でやるので、とりあえず時間もない、面倒くさい、

得られるメリットはそんなにないことが、比較サイトで見るとわかる。そうすると、やらな

いための理由はいっぱいあって、皆さんがやるまで様子を見よう、一番わかりやすいのがこ

れです。それから、先ほど言ったように、今年からガスもなるから、それまで待とうとか、

そういう行動を抑える情報もあわせて一緒に入ってくるものですから、なかなかそこから先

に動かない状況になっています。 

 それから、比較サイトに来られる方というのは、もともといろいろな意味で、まずはウエ
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ブだけですから、ウエブに対してアレルギーがない人ということです。だから、比較的若い

世代の方が入ってきて、それでも私たちは信用力がないということですから、比較サイトの

一番の残念なところは、比較だけいろいろして、例えば、どこどこ電力がいいですよと言っ

たら、エネチェンジに別に頼まなくても、そのどこどこ電力のホームページに行くわけです。

そうすると、商売としては私たちは成り立っていないわけですから、いわゆるウエブとして

利用することと、そこを通して頼むことはまた別なのです。そこがなかなか難しいところに

なっています。 

○杉浦委員 ありがとうございます。 

 それから、私もサイトを見て、郵便番号などを入れて見たことがあるのですけれども、す

ごくたくさんの候補が挙がって、前回の西尾委員から、売り場でのジャムの選択に関するア

イエンガーの話がありましたけれども、選択肢がたくさん出過ぎてしまうと、先ほどのお話

にもありましたけれども、かえって面倒になるといったことがあるのかなと思います。 

○巻口委員 それはそう思うのです。 

 私たちが常に言っているのは、確かに会社が100もあれば、同じ会社から４～５つくらいの

メニューがあるわけです。それに掛け算するから、400も500もあるメニューの中から自分に

合ったものを１個選ぶことになるので、それは全部は絶対にできない。最初の４～５番目ぐ

らいを見ていただいて、その中から絞ってくださいという、私どもの比較サイトの上手な使

い方みたいなものを言っているのですけれども、やはりなかなかそういうことをうまく使っ

てやろうという意識がなかなかないので、そこで面倒くさいというところに結びついている

のかもしれません。 

○杉浦委員 ありがとうございます。 

○松橋座長 熊谷委員、お願いします。 

○熊谷委員 時間もあるので簡単に。 

 今、出ている表なのですけれども、いろいろなスイッチングをするまでにハードルがたく

さんあるにもかかわらず、少しずつ右肩上がりで続いている。この増加については何か思う

ところはございますか。 

○巻口委員 ですから、先ほど、私どもに来ていただいているアクセスの数のグラフを見せ

ました。これも確かに、いろいろなエポックメーキングみたいなものがあると上がるのです

が、ゼロにはならないのです。だから、私どもがホームページの中で、省エネも含めて電気

の使い方等いろいろ我々のほうから情報を出す中で、アクセスしてきていただく人の分母が
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とりあえずすごく多いのです。その分母、例えば、200万UUとかが月間のアクセス数ですから、

そうすると、200万人の人が来ていただいているという事実はあるのです。だけれども、そこ

の何％にしかならない。ただし、その何％は必ずベースとしている。 

 我々の企業として一番いいのは、このアクセス数が右肩上がりになってほしいのですが、

そうはいかない。だけれども、ゼロにはならないところが、いろいろな心理が働いて、ある

いは私どもは食べていかなければいけないので、そういうところに情報発信をどのようにし

てこれを常に右肩上がりに持っていくかということを考えているわけですが、なかなかそう

はならないけれども、右肩下がりにもならないという感じです。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、時間がかなり迫っておりますので、最後の御発表に移らせていただきたいと思

います。 

 最後は、熊谷委員のほうからよろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

○熊谷委員 熊谷です。よろしくお願いいたします。 

 私からは「気候変動問題および省エネへの意識」と題しまして、2015年に開催されました、

世界市民会議「気候変動とエネルギー」の結果をもとにお話しさせていただきたいと思いま

す。 

（PP） 

 まず最初に、世界市民会議（World Wide Views）がどういうものかについて説明いたしま

す。 

 世界市民会議（World Wide Views）というのは、地球規模課題を扱う国際交渉の場に市民

の声を届けるためにつくられた手法です。デンマーク技術委員会が開発したものです。世界

各地で同じ日に開催しています。この会議に参加するのは、100人の市民たちです。この市民

たちは、テーマについての専門家が入らないように、非専門家で構成されるように集められ

ています。そして、丸１日かけてそのテーマについて議論をし、それぞれ個人の意見を投票

する形で意思を表明していくというものです。 

 この市民の構成なのですけれども、その国の縮図となるように、年齢構成ですとか、職業、

住んでいる場所などが割り振りされているというものです。参加する市民の皆さんには、会

議の２週間ぐらい前に、科学的なデータなどをまとめた情報提供資料というかなり分厚い冊

子が送られまして、それを読んでから参加することになっています。 

 当日の議論の様子が下の写真の部分なのですけれども、このようにテーブルを囲んで議論
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をしていきます。まず、それぞれセッションがあるのですけれども、最初にそのセッション

のテーマの情報提供資料の振り返りのような、まとめの動画を皆さんで一緒に見まして、そ

の後、数十分かけて、７～８名ぐらいいるテーブルでそれぞれの意見交換をしていきます。

そのテーブルには、必ずテーブルファシリテーターという者が中立な立場でいて、話し合い

を活発化させる役割を持っています。そして、そのセッションの最後には、選択肢が書いて

あるもので投票という形で皆さんの意見を集めていきまして、各国の結果が全て翌日に公表

されるというものです。 

（PP） 

 この世界市民会議の2015年のテーマが「気候変動とエネルギー」というものでした。松橋

委員にもこちらのアドバイザーとしてかかわっていただいていたかと思います。 

 2015年６月６日に開催されたもので、これは同年の12月に開催される、気候変動のCOP21

に市民の意見を届けることを目的にして開かれたものです。76の国と地域が参加しており、

およそ100カ所、およそ１万人の市民の声が届けられたというものです。私自身もこのとき、

テーブルファシリテーターとして会議に参加していましたので、そのときの様子も交えなが

ら発表させていただきたいと思っています。 

 このときのセッションが全部で６個ありまして、それぞれこのような内容になっていまし

た。各セッションごとに、５～８つの選択肢式の設問があり、それについて投票した結果が

出てくるというものです。 

 ６番目のセッションに関しては、各国自由に設定をしていいとなっておりまして、日本の

場合は「６．自由意見」としまして、記述式でコメントを皆さんに書いていただくというこ

とをしていました。 

（PP） 

 このときの参加者の属性です。 

 表について詳しくは説明いたしませんが、ご覧のとおりになっております。 

 日本の縮図ということなので、東京都の構成とは少し違っていると思いますが、その点、

お含みおきください。 

（PP） 

 それでは、次から世界の結果と比較して、日本がどのような特徴を持っていたかを御説明

していきたいと思います。 

 まず１つ目です。 
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 「あなたは、気候変動の影響をどれくらい心配していますか？」という問いでした。セッ

ション１で気候変動対策の重要性について議論をした後の投票の結果です。選択肢は「ａ．

とても心配している」「ｂ．ある程度心配している」「ｃ．心配していない」「ｄ．わから

ない／答えたくない」の４つなのですが、世界全体では、「ａ．とても心配している」と答

えているのが濃い緑で79％あったのに対して、日本では44％という結果でした。「ａ．とて

も心配している」と答える割合が世界と比べてかなり低いことがわかります。 

 この結果は、それぞれの個人がぱっと思ったことを投票したのではなくて、情報提供資料

にいろいろな影響が書かれているのをしっかり読んで、数十分テーブルで議論をした上で聞

いてもなお「ａ．とても心配している」というのは半分もいないのが現状だということです。 

（PP） 

 続いて２つ、御用意しました。 

 まず１つ目「新たな化石燃料埋蔵量の探査に、世界はどう対処すべきと思いますか？」と

いう設問です。 

 これに関しては、情報として、温暖化の２度目標を達成するためには、確認されている化

石燃料の埋蔵量の約３分の２は地中にとどめておく必要がありますと書いてあるのです。さ

らに、仮定を甘く見積もっても半分程度は埋めておく必要がありますと書かれている。その

情報を読み、その動画をもう一度見て、議論をした上で聞いてもなお、日本の場合には「ｃ．

世界は探査を続けるべき」だという回答が世界と比べても多くなっているというものです。 

 ２つ目「パリ合意には、今世紀末には排出をゼロにするという長期的目標が含まれるべき

だと思いますか？」という設問の中では、全部「はい、含まれるべき」と頭についているの

ですけれども、その中でも一番緩い「すべての国に対して自発的な目標とすべきです」と答

えた割合が、日本ではかなり高いことになっています。 

（PP） 

 次に、「６．自由意見」のところで書かれていた意見から幾つか拾ってきたのですけれど

も、ここに書いてあるように、「『まだ平気だしそのうち何とかなれば大丈夫』と甘く見て

いた」という意見、これに関してはその後、この会議を受けて気持ちが変わったことが書い

てあるのですけれども。あとは２つ目「物心ついたころから温暖化が進んでいると言われ続

けたため、温暖化を言われ始めた頃との差がわからず、実際に進行しているのか実感できな

い」と書かれた意見もありました。 

 このように、日本の縮図となる100人は、集めた中の意見を見てみると、気候変動問題自体
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は認識していても、危機意識だったり、それに関する実感はかなり低いというのが、世界と

比べても傾向として見えるかなというところです。 

（PP） 

 次に、「あなたにとって、気候変動対策はどのようなものですか？」という設問を見てい

きたいと思います。 

 選択肢としては、「ａ．多くの場合、生活の質を脅かすものである」「ｂ．多くの場合、

生活の質を高めるものである」「ｃ．生活の質に影響を与えないものである」「ｄ．わから

ない／答えたくない」という４つの選択肢がある中で、世界と日本を比較してみますと、世

界では「生活の質を高める」、ｂと答えた方の割合が66％あるのに対して、日本では「生活

の質を脅かす」と答えた方が６割いらしたという結果です。もちろんこれに関してもいろい

ろな情報提供を見た上でこの回答をしているということです。 

 この逆を見れば、17％の方々は質を高めると思っているわけですし、19％の人は生活の質

とは関係ないと思っている面もあります。なので、どちらの人をターゲットにするかという

ところで、こちらからのアプローチも変わってくるものがあるかと思います。 

（PP） 

 幾つか個別意見からも抜いてみたものがあります。ちょっと極端だと思われるかもしれま

せんが、このような記述がありました。 

 「日の出とともに起き、日が沈んだら寝る。夏は行水をする」などであったり、「無駄な

エネルギーは使わない」という話の中で「多少不便でも電力の消費を減らす。駅のエスカレ

ーターもどちらかというと無くてもいい」ですとか、「レトロな生活を楽しむ」などという

ことが書かれていました。 

 この中では、省エネが昔の生活様式に戻るということであったり、不便さを伴うものだと

いう認識が強く出ていると感じたものです。 

 これは100人の中から抜いてきた３つの意見なので、これが全てということではないですけ

れども、このような思いを持っている人は結構多くいるのではないかというのが、私の体感

としてもあるものです。 

（PP） 

 最後に、特徴の５つ目としまして、「あなたの意見としては、第一義的に誰が気候変動に

立ち向かう責任を持つべきでしょうか」という設問がありました。 

 これは２つまで選べるのですが、注目してみたのがｂのところです。「市民やNPO／NGO」
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と答えた割合が、日本では世界に比べて半分ぐらいになっています。日本では、市民などが

第一義的に立ち向かうべきだという意見よりも、国ですとか企業がまず立ち向かう責任があ

ると答える人が多いという結果です。 

（PP） 

 これまでの部分を簡単にまとめたものがこちらです。 

 今まで出てきた特徴をまとめますと、気候変動問題を認識はしていても、危機意識や実感

はとても低い。気候変動対策は生活の質を脅かすものという印象が強い。省エネには、昔の

生活様式、不便というイメージがある。そして、市民より国や企業が率先して取り組むべき

との認識が強いというものが、世界市民会議の結果から見た日本の特徴と言えるところだと

思います。 

 この世界市民会議で一つ重要なところは、最初に情報をしっかりとインプットした後の結

果であるところだと思います。なので、環境に対する意識を上げるというときに、知識があ

れば上がるのではないかという考え方がまず頭に浮かぶのですけれども、ただ知識があるだ

けでは、そこから先に進まないかもしれないというのがこの結果かなと思います。 

 なので、ただ知識を与えればいいというのではなくて、そこに行動科学のアプローチです

とか、アプローチ方法によって何か変容が生み出せる部分があるのではないかと思いました。 

 あとは、最後に矢印でつけておいたのですが、この100人の意見は東京都民と構成が少し違

うので、同じ意識なのか、そうでもないのかというのは検討すべきところかなと思います。 

 東京都の若い世代が多い場合には、若い世代の意識はもしかしたら違うかもしれないと思

っています。省エネについては、「コストパフォーマンス」みたいな言葉でポジティブに捉

えている部分ももしかしたらあるかもしれないと思います。 

（PP） 

 最後に「所感」として、幾つか私の感じているところをお話しさせていただければと思い

ます。 

 まず１つ目は「個人でできることは既にやりきっている感」としましたが、この市民会議

の場でも、個人でも、お話をすると、大体の方は省エネに関してできることは既にやってい

るというスタンスでお話をされるのです。その省エネがネガティブなイメージと一致してい

ると、省エネをしなさいというのはすごく押しつけられている感覚、もっとやりなさいとか、

もっと無理して頑張りなさいと言われている感覚がするようで、省エネの話が出た途端にガ

ードをかたくする雰囲気があったりします。 
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 そして、私に何かしなさいと言うのではなくて、例えば、電車の車内なんてあんなに冷た

いのだから、もっとそこから削減してくださいとか、もっと大口のところがあるのだからそ

こからやってくれたらいいのにと、私ではなくてあそこもまだやっていないのだから、そこ

からやってくださいよという意識になる感覚が強い印象があります。 

 実際に本当に全部やり切っているのかというと、山川委員からの御説明にもありましたよ

うに、多分まだやれる部分は実際にはあるのだと思うのですが、そこを「省エネをしなさい」

と言ってしまうと、ガードがかたくなるというのがあるのかなと思います。 

 実際にやり切っていないのではないかという例として「効果的なエアコンの使い方」と挙

げたのですが、これは私の経験なのですけれども、大学生のとき、講義室が暑いときに、窓

を開けてエアコンを入れる人がいたのです。それは誤った使い方なのだけれども、実際には

そういう使い方をしていたり、古いおうちで、すごく通気性がいいところにエアコンを１台

取りつけているというようなことももしかしたらあるのかもしれない。 

 また、この「効果的なエアコンの使い方」という表現についてなのですけれども、省エネ

に効くと言われると、省エネイコールネガティブのイメージを持っている人がいるとガード

をかたくするかもしれないのですが、家電をうまく使いましょうとか、こうすると効果的に

使えますと言われて、いや、そんな方法では使いたくありませんという人は余りいないと思

うのです。なので、もしかすると省エネを前面に押し出さないほうが乗ってくれる層もいる

かもしれないと思いました。 

 最後に「高齢世帯への対面による効果」としたのですが、これも個人的な経験なのですけ

れども、私の両親のところに、近所に来たついでの廃品回収業者がいきなりやってきて、何

か要らないものはないですかと声をかけたのです。そうすると、古い家なので要らないもの

がたくさん出てきて、ぽっと来た人に渡してしまうのかと私はとても驚いたのですけれども、

そういう面がもしかしたらあるかもしれないと思いました。電話をして、ここに約束を取り

つけると説明ができますと言われると腰が重いのだけれども、すぐそこに来られると話をし

てしまうこともあるかなというのが、３つ目に挙げたことです。 

 一つ、途中でお伝えし損ねたものがあるのですが、二酸化炭素の増加と、気候変動ですと

か地球温暖化との関連について、まだ懐疑的に思っていらっしゃる層がある程度いるという

のが私の感覚としてあります。ですので、そういう感覚を持っている人に対して、二酸化炭

素を減らして気候変動を何とか食いとめましょうという文脈でお伝えすると、そこにもまた

アレルギーというか、「そうではない」という意見で返されることもあるかもしれないとい
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うのが、私の感じているところです。 

 大分早口になってしまいましたが、これにて私の説明は終わりです。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。 

 ちょっと省エネそのものとは違う、気候変動の市民会議に関して大変興味深い御発表をい

ただいたのですが、時間がかなり押してしまいました。もし何かありましたら、１件だけ伺

いたいと思います。 

 杉浦委員、どうぞ。 

○杉浦委員 今、松橋座長からも言われたのですけれども、省エネの会議だと経済の話ばか

りで、環境のこととか全体の利益をどう考えるかという話がほとんど国の会議でも出てこな

いという状況の中で、今日のお話は非常に貴重なお話だったと、私はすごくよかったと思い

ます。 

 日本人が世界全体と比べるとちょっと楽観的なのではないかということがあったのですけ

れども、政治の仕組みとか、今の話では熟慮型の民主主義ということだと思うのですけれど

も、比較対象がどういう国々かにもよりますが、討論をして、知識を得て、ではどう判断す

るのかというときに、何か日本特有の反応や傾向があったのかもしれないと少し感じました。 

○松橋座長 今のお話に関連してですが、この結果を見ると、ある意味がっくりするという

か、我々温暖化対策をやっている立場として、同じサンプルを集めたのに、こんなに顕著に

世界と開きがあるとか、温暖化と言うと反温暖化論を振りかざす人が出てくると言われると、

逆に何かのバイアスを持っている人たちが入ってきたのではないか。反温暖化論などという

のは相当の科学的知識を持っている人でないと逆にないはずなのですが、選ぶときにそうい

う人を選んでしまったということはないですか。 

○熊谷委員 どのように選ばれたかという点でお答えすると、モニターに登録する会社の方

に依頼をして、募集をしていただいたのです。なので、これに興味があるからとか、これに

物を申したいから参加したという層はほとんど入っていないと思います。 

 重ねて、この会議の特徴といいますか、日本で何かあったのではないかという点において

は、最初にかなり、気候変動の影響はあります、怖いことが起きていますと説明する情報提

供資料と動画があるので、もしかしたら世界の人のほうがそれに流されやすいというのがあ

るのかもしれないというのが一点あります。 

 あとは、テーブルに着くファシリテーターの立ち位置として、中立を守る、余計な情報を
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出さずに、情報提供資料に基づいたことだけ言っていくというのがあるのですが、それがも

し守られずに、どんどんあおるようなファシリテーションをしている国がもしあったとする

と、結果は変わっているかもしれないということは言えると思います。日本に関しては、中

立を守って皆さんがやっていたと思うので、逆の伝え方をしているわけではないけれども、

この結果というところだと思います。 

○松橋座長 そうですか。ありがとうございます。 

 ファシリテーターの方は、恐らく日本は非常に真面目にそこの規律をはみ出さないように

やっているはずですので、そうなると、杉浦委員が言われた、集団的に何か押しつけられた

ときに、日本独特のバランス感覚で、ちょっと待ってくれ、そのように押しつけないでとい

うものが働いたのですかね。 

○杉浦委員 あとは、私も全世界の経験はないのですけれども、欧州と日本とで比較の市民

参加の調査をしたことはあるのですが、ランダムサンプリングで募集をすると、ほとんど日

本は参加しないということがある。例えば、ドイツのような意識が高いと言われるような国々

だと、それなりに無作為に募集してもある程度の率が集まるのですけれども、日本だとそれ

がすごく低い。だから、そういう調査会社などが抱えているモニターに頼らざるを得なくな

ってくると、参加者選定でのバイアスが入っているのかなという印象を、今のお話を聞いて

ちょっと受けたのです。 

○松橋座長 わかりました。ありがとうございます。 

 興味は尽きないところですが、時間が来ておりますので、この話題についてはまた機会を

改めてということにさせていただきます。 

 本日、もともと議事がかなり詰め込んである状況だったものですから、ほとんどこれでも

う時間が尽きてしまっているのですが、今、お話しいただいた熊谷委員からは、一般の方の

温暖化や省エネに対する意識、あるいはそれと関連するものとしては、山川委員から御紹介

いただきました、家庭の省エネ推進に関する一般的なアンケート調査からのお話というのが、

少し関連があると思います。 

 一方、ビジネスをやっている現場からお話しいただいたこととしては、髙橋委員から御紹

介をいただきました、家電量販店における省エネ家電普及、販売の仕組みです。これが一つ

ありますし、エネチェンジ、巻口委員からは、この電力会社あるいはガス会社のエネルギー

の切りかえですね。これのお話もめったに聞けないような、おもしろい、興味深いお話であ

ったと思います。 
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 私のほうからは「電気代そのまま払い」という省エネ推進の具体的なスキームと、限定合

理性との絡みにおいてお話をさせていただきました。 

 こんなことで大変盛りだくさんですが、事業者からの観点、民間からの観点、事業スキー

ムの観点ということでお話をいただきましたけれども、もし10分ぐらいだけ延びることをお

許しいただければ、全体を通しまして、再度、途中で打ち切らざるを得なかった部分もある

ので、もし論点として通して何か提示いただけることがありましたら、よろしくお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。今日のお話の中にも、都として省エネをお進めいただ

く際の重要なヒントが幾つも含まれていたと思います。 

 熊谷委員、お願いします。 

○熊谷委員 個別の話になってしまうのですけれども、杉浦委員から途中であった、キロワ

ットとキロワット時の話をどこに教育するのが効果的かという点で私が思うところは、子供

たちに向けてやり、それに親を巻き込むのは結構いい方法なのではないかと感じています。 

 子供たちに学んでほしいという思いは、保護者の方々はすごく強く持っていらっしゃる。

仕組みとしてはそんなに難しいことではないので、子供たちも理解ができる。それに、例え

ば、夏休みの自由研究ですとか、そういうものをくっつけて、家の家電について調べてくる

などというプランにしてしまえば、家庭のことが子供の教育であったり、子供のイベントの

ていで、家庭全体を巻き込むことが起こるかもしれないと思います。 

 さらに、例えば、それを夏の一つのコンクールの形にして募集を集めようとすると、かな

りたくさんの家庭がやるのではないかという気がします。夏に何をさせるかというのは、い

ろいろな御家庭で悩む部分があったり、賞がとれるものがあると、それに応募したいという

意欲もあったりするので、もしかしたらそこがうまくヒットするかもしれないと思いました。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今のは、例えば、小学校などですと、出前授業みたいな形で、NPOの、それこそ山川委員の

ところなどがひょっとしたらやっておられるかもしれませんが、幾つかの小学校に出向いて

いって、LEDと蛍光灯と白熱灯がこんなに違いますとか、そういうことを体育館みたいなとこ

ろでみんなに見せてやることがあるのです。そういうものと夏休みの宿題とか、あるいはコ

ンクール的に都が何か募集をするとか、そういうものが絡んだような話をやるという感じで

しょうか。 

○熊谷委員 そうですね。あとはその授業を授業参観日にやるなどとすると、親も巻き込む

という部分が強く出ると思いました。親を巻き込む、家庭を巻き込むという部分が多分重要
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で。子供だけがやっても、子供は買うときにお財布のひもは握っていないので。 

○松橋座長 ここは学校教育の現場との兼ね合いになるのですが、どこがそこの時間割を握

っているかというのがあって、自治体の教育委員会みたいなところがあるのです。私もアプ

ローチしたことがあるのですけれども、そこにうまく入り込んでいく必要があると思うので

すが、都のほうでも可能性があるかどうか少し御検討いただければと思います。 

 東京都でいうと、区がそこに行っているのか。それで、どこの時間割に入れるかというの

があるのです。理科でやるか。案外、家庭科がいいとか、そういうことを言う人もいるので

す。 

○熊谷委員 授業に入らなくても、コンクールさえ設置されれば、告知されればやれる方は

いるかもしれないですね。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 先ほど、グループ購入という話が巻口委員からあったのですけれども、単身の

世帯が個人として意思決定をするのと、あるいは複数で構成される世帯で意思決定するのと、

さらにまたそこから何世帯もの人が意思決定をするのとでは、みんなそれぞれ違ってくると

思うのです。 

 今の熊谷委員のお話というのは、家族で話をするきっかけをつくる。誰かが考えているだ

けでは動かないけれども、子供が言ったからそれが何かを話し合うきっかけになるとか、そ

ういうコミュニケーションの場をつくること自体が重要になるのではないでしょうか。学校

教育の中でしかるべき時間がとれればいいですけれども、学校は忙しいということもあるの

で、学校に限らずそうした場をつくっていくこと、少しでも広げていくことが大事だと思い

ました。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 そのグループ購入という問題については、特に今は電気やガスの切りかえに際しまして、

個人ではやりづらいところをグループでやってみようというお話なのですが、これについて

もグループになることに別の効果があるのでしょうね。 

 ですから、都で調べていただいたヨーロッパで先例があるということですけれども、ぜひ

どのようにうまくいくかどうかについて検討していただければと思います。どうもありがと

うございます。 
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 ほかに何かございますでしょうか。あと１点ぐらいお時間をとらせていただければと思い

ますが。 

 西尾委員、さっき２つぐらいあるところを私が１つで切ってしまった感じで申しわけなか

ったのですが、何か今回のあれに関してございますか。 

○西尾委員 完全に個別質問なので、手短に申し上げます。 

 髙橋委員への質問ですけれども、購入前のお話も重要だということがございましたが、DM

みたいなもので、10年前に大きいものを買いました、もうそろそろ買いかえ時期ですみたい

な促しのようなものは、量販店関係の方はされる余地はございますか。できるできないとか、

それは響く響かないとか、コストとかいろいろあるかと思うのですが、教えていただければ

と思います。 

○髙橋委員 現実的には、やっていると思っております。 

 ただ、前回も言いましたけれども、壊れていない、買わないというところだと思うのです。

我々はどうしても、買いかえればお得ですというメッセージは発するのですけれども、お得

というのともったいないのところがまだ切りかわっていないとは感じます。 

 今の御質問でいうと、我々は努力してDM、チラシ、テレビコマーシャルを含めて、そこに

対してのアプローチはやっているつもりでおります。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 重要な点で、想像以上に日本人のもったいないという意識は、かなり壁が強いのですね。

そこを突破して、目に見えるものももったいないのだけれども、エネルギーももったいない

のですよというところをよく言うのだけれども、やはり目に見えるもののもったいなさにな

かなか勝てないということがあるのかもしれません。それも含めて、都のほうでぜひ今後の

参考にしていただければと思います。 

 では、手短に１点お願いします。 

○山川委員 時間が押しているところ済みません。 

 西尾委員のところに関係してなのですが、今、西尾委員が御質問したDMというのは、個別

の家にという意味のDMですよね。 

○西尾委員 そうです。 

○山川委員 私もそのようにとったのですけれども、恐らく住宅のリフォーム会社さんなど

とか、不動産会社さんなどは、購入したお客様に対して、定期的に何らかのフォローをして

いるのではないかと思うのですが、家電に関してはどうか？というのが私の感覚としてはあ
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ります。もっと一般的な情報としてのDMではないかと思います。 

 私が申し上げたいのは、消費者は、自分の家の場合はどうなのかということを知りたがっ

ているということです。都などが行う広くやる広報は難しいといつも思っています。そうい

う意味で、なるべく自分の家の場合はこうだという情報があると、アクションにつながりや

すいのだと思います。 

○松橋座長 さすがにあなたの家のはもう15年だからというのは、かなりの個人情報だから、

そこまでは踏み込めないですかね。 

○髙橋委員 情報があればということだと思うのですけれども、どうなのですかね。 

○松橋座長 というあたりで、スマートメーターもそれだけでは無理なのだけれども、冷蔵

庫の電力なんかは、モニタリングしていれば、大体何年のものかというか、かなり古いもの

かどうかはわかります。非常に古いのは効率が悪いですから。でも、それを見て、そこに個

人情報を踏まえてどこまで踏み込んで言えるかどうかですね。ちょっと難しいかもしれませ

ん。 

 どうぞ。 

○天野委員 今の御提案で、マンション単位は管理組合などはありますし、マンション単位

ですと、新しくできたマンションは大体そのときに皆さんは冷蔵庫も買いかえる。大体、機

器の移動は、その後、中古で出ていく、人の出入りは別として、意外とマンション単位は東

京都の場合は特に一つのツールになるかと思っております。 

○松橋座長 だから、マンションに住み始めて10～15年したら、そろそろ冷蔵庫は変えてい

ただいたほうがよろしいのではないでしょうかというのを、組合を通じてアナウンスしてい

ただくのは一つの手かもしれませんね。今のは非常におもしろいツールではないかと思いま

す。どうもありがとうございます。 

 そうしましたら、大変今日は議事がいっぱいで、10分ぐらいオーバーしてしまったのです

けれども、これにて議事はほぼ終了とさせていただきたいと思います。 

 今後の予定について、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、委員の皆様、貴重なお話をありがとうございました。 

 第３回の検討会につきましては、11月１日水曜日の13時30分からを予定してございます。 

 次回は、天野委員、杉浦委員、薬師寺委員、和田委員に発表をお願いしたいと思います。

先生方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これにて第２回「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
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会」を終了いたします。 

 本日は長い間、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。 

 ちょっとオーバーして、申しわけありませんでした。 

（午後５時０９分閉会） 


