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（午後１時３０分開会） 

 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、時間となりましたので、ただいまより第３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会」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ありがとうございます。 

 本日は、熊谷委員が御欠席となっております。 

 まず、会議を進行するに当たりまして、東京都環境局地球環境エネルギー部長の小川より

御挨拶をさせていただきます。 

○小川地球環境エネルギー部長 本日は、本当にお忙しい中お集まりいただきましてありが

とうございます。第３回目ということで、松橋座長ほか、委員の皆様方、また御検討をよろ

しくお願いいたします。 

 前回第２回の会議におきましては、非常にたくさんの事例、また研究事例などをお聞かせ

いただきまして、これからの行動科学、東京都の中で省エネルギーを進めていくということ

で参考にさせていただくところ大だというふうに思っております。 

 本日もたくさんのお話を用意していただいているところでございますけれども、議会対応

等もございまして、本日ここで御挨拶をさせていただいた後、失礼させていただきますけれ

ども、新しいこうした知見を活用しながら、どうやって消費者、特に一般家庭の方たちに、

どういう方法で何を届けるのかという新しい目をここから見出していければということで、

この御議論には本当に期待しているところでございます。 

 今日も短い時間ではありますけれども、本当に皆様の集約された知見を新たに私どもに提

供していただきつつ、議論を進めていただければと思っております。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。議会のほうが大変お忙しいということでございますが、

ぜひ議会のほうでも省エネファーストということで、我々のビジョンも少しずつ入れていた

だけるとありがたいかなと思います。どうも本当にありがとうございます。 

 それでは、今、小川部長が御退席ということです。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、以降は松橋座長に進行をお願いいたします。 

○松橋座長 まず、事務局のほうから配付資料の御確認をお願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 では、お手元の資料をご覧ください。 

 本日は、資料１及び資料２－１～２－４まで、そして参考資料１を配付してございます。



2 

 

お手元に「省エネ行動トランプ」と「エコな住まい方すごろく」をお配りしてございますが、

これは杉浦委員と暮らし創造研究会様の御厚意で提供していただいたものでございます。資

料の過不足等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、座長お願いいたします。 

○松橋座長 それでは、杉浦委員の御厚意によってこれはいただけるということなのですが、

大変省エネの示唆に富むものですので、ぜひこういったものの利用についても今後考えてい

くといいのかなと思います。 

 早速、議事に入ります前に１点、事務局のほうから御報告があるということで、よろしく

お願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、事務局より実証実験の事業者が決定したことにつき

まして御報告させていただきます。 

 先日、第１回の検討会の冒頭で、今年度は本検討会に加えまして実証実験を２件実施する

旨を御説明させていただきました。このたび、契約事業者が２件ともデロイトトーマツコン

サルティング合同会社、株式会社住環境計画研究所、株式会社早稲田環境研究所及び凸版印

刷株式会社の４社が共同して実施することに決定いたしました。 

 実証実験の内容につきましては、実験結果に影響を与える可能性がございますことから、

この場で説明することは控えさせていただきますが、実証実験の対象といたしましては、都

内の家庭部門における二酸化炭素排出量が多いセグメントであります家族世帯及び単身若年

世帯を対象とした実証実験を行う予定でございます。 

 これから実証実験を開始し、次回の第４回検討会でその実証結果を事業者より報告させて

いただくこととなっておりますので、その際は事業者の報告をもとにした議論を皆様にお願

いできればと考えております。どうぞ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。大変興味深い実証実験が行われるということですが、

今、内容を言ってしまうと逆にその結果に影響を与えるといけないということで、今回は控

えさせていただくということですけれども、第４回で御発表いただけるということですので、

我々はそれも大変楽しみにして待ちたいと思います。 

 それでは、早速議事の中身に入ってまいりたいと思います。 

 資料１につきまして、これまでいただいた委員からの御意見、御提案やプレゼンされた事

例について御確認をいただいておりますので、資料１の説明のほうをお願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 では、資料１について御説明させていただきます。 
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 こちらの資料は、これまでの検討会にて、各委員の皆様からいただいた主な御意見をまと

めさせていただいた資料でございます。第２回でお見せした資料に、各委員の皆様からの御

意見を反映させ、再構成させていただいております。 

 今回の検討会でも、プレゼンテーション等を通じまして、各委員の皆様からさまざまな御

意見や御提案をいただければと思います。内容の御説明は、省略させていただきます。 

○松橋座長 ということでございます。いろいろな委員の皆様からいただいた御意見、プレ

ゼンの内容も少しずつ反映させながらリバイズしているということでございます。事前に御

確認されていると思いますけれども、もし何かこの場で御質問とかございましたら承ります

が、いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 よろしいですね。もしお気づきの点等がございましたら、またこれは少しずつバージョン

アップしていくと思いますので、随時事務局のほうにお知らせいただければと思います。あ

りがとうございます。 

 それでは、前回も大変濃密な内容のプレゼンを委員の皆様からいただいたのですけれども、

今回も４名の委員の皆様から大変多彩な内容のプレゼンをいただく予定になってございます。

本当に時間が短い中で大変恐縮なのですけれども、お一人様につきましてプレゼンが10分、

質疑10分ということで、大変また短い時間で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

 では、議事次第の順番に従いまして、まず杉浦委員からよろしくお願いいたします。 

○杉浦委員 杉浦でございます。本日は、「ゲーミングシミュレーションによる省エネ学習」

ということでお話をさせていただきます。 

(PP) 

 ゲーミングシミュレーションという研究分野がございまして、私は専門は社会心理学なの

ですけれども、今週末ちょうど札幌で日本シミュレーション＆ゲーミング学会という学会の

大会がございます。そこには社会心理学もそうなのですけれども、経営学とか、教育である

とか、工学だとか、いろんな分野で広い意味での問題解決を目指した研究だとか、あるいは

実践が行われています。 

(PP) 

 ゲーミングシミュレーション、略してゲーミングとここでは呼びますけれども、現実社会

をモデル化して、それによって問題分析をする。ある種、現実をモデル化して、そこでプレ

ーヤーが意思決定をしながら、実際に意思決定した結果、どんなことが起こってくるのかと

いうようなことを扱っていくということです。 
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 １人でやるゲームもありますけれども、何人かでプレーし、そこで経験を共有したり、あ

るいは未知なる他者との出会いがあるというようなこともあります。 

 それから、現実の制約から解放された状況の中で、失敗することができるとか、あるいは

可能性としての未来を探索することができる。 

 省エネ行動に関して言えば、理解や関与を高め、行動の実行や維持につながるある種のア

クティブラーニングであるということが言えます。 

(PP) 

 これは社会心理学における説得的コミュニケーションのモデルなのですけれども、まず行

動変容への情報に接触する。そうすると、まず考えようとする動機づけがあるかないか。次

に、処理する能力があるかもないか。これによって、中心的な態度変容にいくのか、周辺的

な態度変容にいくのかという話があります。 

 中心的な態度変容というのは、よく考えて、その本質的なところで態度が変わる。これは、

行動の予測力が高かったり、行動が持続するということがあります。 

 周辺的な態度変容というのは、例えば情報の送り手が非常に魅力的で、本質とは関係ない

ところで行動が変わるのだけれども、それは一時的であったり、本質的でないところで態度

が変わるということがあります。 

 ゲーミングというのは、一見取っつきやすい、親しみやすい、ユーザーフレンドリーなメ

ディアであるというふうに捉えられがちなのですけれども、実はその問題の本質をよりよく

考えるようになるということを狙っているというところがあります。 

(PP) 

 学習内容を伝えるというときに、お手元にありますように、１つはトランプを、もう一つ

はすごろくをつくったということです。 

 トランプのほうは七並べ用のトランプをつくったのですけれども、七並べ以外にももちろ

ん遊べます。いろんな遊び方ができるのですけれども、並べていくとどんな省エネの行動が

あるのかということが体系的に学べるということがあります。 

 ここに応用ルールとしての七並べとあるのですけれども、ここでは省エネさんという架空

のプレーヤーをつくって、その人だったらどういう意思決定をするのか。より省エネにつな

がる行動のカードを出すというふうなことをここではやりまして、ほかにもいろんな遊び方

があるのですけれども、他者の視点を通じて問題を再構成していく。 

 いっぽう、すごろくのほうですが、すごろくというのはある種の流れ図、フローチャート
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なんです。住宅の問題を考えるときに、まず課題があって、次にどんな対策ができるのかと

いったようなことを理解していく。全体構造を俯瞰しつつ、ほかの人はどんなプレーをする

のだろうかということに着目していくということがあります。複数人でのプレーの展開によ

り、いろんな結果が出てきますけれども、そうしたものを共有する「多重話」を経験します。

多重話というのはリチャード・デュークという人が言った言葉なのですけれども、いろんな

語り、会話がゲームの中で次々に発生していくということがあります。 

(PP) 

 オリジナルなゲームをつくったのですけれども、どうやって利用希望者が入手できるよう

にするのかも課題でした。最初は研究用に例えば100とか、200とかつくって、それでいろん

な実験的なことをやるのですが、そうすると使ってみたいというような方々も出てきます。

どうやったらこれを多くの人に使ってもらえるだろうかということで販売のルートをつくる

かを検討しました。すごろくのほうは教科書の出版社さんから教材として出していただけた

ということがありました。 

(PP) 

 「省エネ行動トランプ」は、お手元にあるのでご覧いただければということなのですけれ

ども、まず七並べをするのですが、読み上げながら出していく。小学生の低学年でも、何と

か振り仮名がついていますから、まず自分で言葉に出すということをします。絵もついてい

るので視覚的にもイメージしやすいということがあります。例えば、ハートであったらリビ

ングの生活に関するところとか、ダイヤは水回りとか、それぞれのマークごとにテーマも決

まっているということがあります。 

(PP) 

 カードがどのような構成になっているのかということで、まず１回普通に七並べをやって

みると、こういうグループがあるんだな、こういうふうな順序になっているんだなというこ

とがわかります。次に先ほど言ったような透明人間ルールと呼んでいるのですけれども、架

空のプレーヤーの手札を表向きに並べておいて、この人は何を出すのだろうかをプレーヤー

は考えます。カードにはCO2の削減量があるので、その省エネさんのプレーヤーの番に回って

きたら、CO2の削減量の多いほうのカードを出すということで、どちらがより多いか、数字を

比べるというようなことをします。 

 最後に「省エネ行動宣言」をします。このトランプを作成する際に、親子で省エネ教室を

するときの教材として利用することを考えていて、親子で七並べとして並べられたカードを
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見ながら、どの省エネ行動を我が家では実践するかということを決めて、その宣言をしてい

ただく。それで、これはクリスマスのイベントだったので、そこにクリスマスのシールを１

つ貼っているのですけれども、そのカードを持ち帰ってもらって、それを見て、そういえば

これをやるんだったなと思い出してもらいながら各家庭で実行してもらうのです。 

 家族で一つ決めるということと、それを宣言するということ、これをコミットメントと言

いますが、その問題への関与を深めることにつながっていくということを想定しています。 

(PP) 

 実際にこのゲームの効果をアンケート調査などをしながら検討しました。一つは、ゲーム

を実施することが楽しみや会話をふやし、頑張って省エネをやっていこうということにつな

がっていました。もう一つは、意識化をすることでよりよく考えて、日常での行動変容を維

持していこうということにつながるような関連性が見られるということを明らかにしました。 

(PP) 

 活用例として、日本エネルギー環境教育学会でワークショップを開催するなど、実際に多

くのところで使っていただこうという活動を展開してきました。 

(PP) 

 これは、函館の短大の方が幼稚園の実習でこのトランプを使ったという例で、実際にこの

子供たちは水道の蛇口の水を出しっ放しにしないで、早く締めなければということにつなが

ったというような報告もここでされています。また、国際学会などでも発表しているところ

です。 

(PP) 

 それから、すごろくのほうなのですけれども、これはBECC JAPANという会議がございまし

て、そこで実演をしたところの様子なのですが、省エネの関係者の皆さんで楽しくやってい

ただいているところの様子です。 

(PP) 

 これも話せば長くなるのですけれども、かいつまんで言うと、省エネ対策をしていくとい

うことは、学校教育でいうと家庭科の住居分野や、消費とか環境のところに入ってくるので

すけれども、なかなか内容が専門的で、家庭科の先生でも対応が難しいといったようなこと

があります。そこで、このすごろくをやることによって住宅のリフォームであるとか、ある

いは省エネ行動を一通り学べるようになっています。 

 すごろくの構成ですが、まず問題認識、例えば断熱性の低い住宅に住むとこんなにデメリ
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ットがあるということを学び、次にリフォームゾーンでリフォームするかどうかの決定を行

います。リフォームカードを手に入れる、つまりリフォームをしているとその先の問題解決

ゾーンで、より省エネの実現につながるということを、ポイントを獲得しながら理解します。

そして、それだけではなくて行動を変えることも大事だという行動改善ゾーンがあり、最後

にその結果、地球環境がどうなるのかというマクロな効果にかかわるところがあるというよ

うな展開になっています。 

(PP) 

 これがリフォームカードで、ちょっと詳しい解説などもついているので、振り返りのとき

にどんなことなのだろうということが学べるようになっているということです。 

(PP) 

 これは、古い給湯器を使っていると光熱費が高くなるのだけれども、そこで高効率給湯器

を導入すると光熱費が安くなったということでポイントが増えるというような、その対応関

係があるということです。 

(PP) 

 教材として、中学校や高校で使える学習指導案がついていたり、板書の例などもあります。 

(PP) 

 住宅のエコな住まい方に関してどういうふうに教えたらいいかということのノウハウもこ

こでは作成しましたので、それを使っていただけるということになりました。 

(PP) 

 これは実際に中学校か高校の授業でやっているところの様子です。 

(PP) 

 これは、先生たちの研修の場で省エネ行動トランプを使ったり、このすごろくをして、実

際に教える人がどう学ぶかというところもあるということです。 

(PP) 

 ゲームの楽しさということが内容の関心につながり、ゲームをするときに省エネを意識し

てプレーしていると、省エネの生活スタイルに変えていこうという意図が高まったり、住宅

問題をよりよく理解しようということにつながっていったというようなことがありました。 

 ２つのゲームを紹介させていただき、説明が不十分なところもあったかと思いますけれど

も、大体このような感じでゲームを使って各所で普及に努め、そしてその効果を検証しとい

うようなことをやっているところです。以上です。 
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○松橋座長 ありがとうございます。大変おもしろいし、夢がある感じで、研究としても大

変おもしろいという、私も非常にわくわくするような感じを受けましたけれども、いかがで

ございましょうか。御質問やコメント等承りたいと思いますが、何かございますでしょうか。 

 こういうものは検証といいますか、ゲームをやった後に、学生さんであるとか参加者がこ

ういうふうに変化したというのはどのようにして検証する感じになるのでしょうか。 

○杉浦委員 １つはアンケート調査のようなことで、例えば直後と、それから２週間後にど

ういうふうに行動が変わったかということを事後報告していただくということがあります。

ちゃんと調べようと思ったら、それこそ実際のエネルギー使用量のデータを確認するといっ

たことも考えられるのでしょうけれども、そこまではここではできていません。 

 ただ、このゲームによる学びというのは一時的というよりも、学ぶ人が例えばずっと生活

していった上で、これはゲームでやったこういうことなんだなということを日常生活の中で

気づけるようになっていくということがあるので、急激に何か行動がそれによって変わると

いうよりは、さまざまな日常の中の気づきを促す。そういう気づけるような枠組みをその人

の中につくっていくというようなところがあるので、そういう観点でいくとなかなか効果の

検証というのは難しいと思うのですけれども、そうしたことを考えています。 

○松橋座長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 では、どうぞ。 

○山川委員 御説明ありがとうございました。私は、トランプもすごろくも両方使わせてい

ただきまして、本当に今までと全然違ったやり方で省エネの勉強ができるおもしろいツール

だと思って感心しておりました。学校のときの事例が紹介されましたけれども、大人でも十

分勉強になるというか、使えると思いました。 

 今日の御発表とは直接関係ないのですけれども、せっかく先生に御質問できる機会なので

お聞きしたいのですが、例えば今、英語を勉強するときなどは個人が毎日モチベーションを

高めながら、自分一人でもせっせと勉強できるようなおもしろいゲーム的な仕掛けが入った

ソフトなどが出ていますけれども、省エネについて個人、一人一人がやれるような、何かそ

ういうゲーム的な仕掛けを入れたものというのはあり得るのでしょうか。もしあったらいい

なと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○杉浦委員 それはあり得るんじゃないかと思うのですけれども、ここで御紹介したのは、

ほかの人と対面的にやるとどうなるかというところがあるので、それはそれで個人でいろい

ろ学ぶというところもあり、それぞれの学びがあるのではないかと思います。 
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 それは、ある行動を促すのにコミットする仕組みというのと、それから先ほどのいろんな

気づきを生むという点でいくと、他者の視点を得る。ほかの人がどんなふうに考えるだろう

かとか、どんなふうに振る舞っているのか。それによって、自分のプレーに影響が出てくる

ということがありますので、ほかの人といかにかかわるのかというところに主眼を置いた学

びというのはまた別のところにあるのかなという感じがしています。 

○松橋座長 我々はすぐに、ではこれはアプリか何かにしてやったらどうだろうなどと考え

てしまうのですが、個人でいわば勉強するというか、知識を習得していくということと、こ

うやって対面で人とプレーしながら学んでいくというのは、やはりちょっと本質的に違うと

ころがあるということですね。 

○杉浦委員 対面じゃなくても、ほかの人と競い合うみたいなことであればいろんなものが

できると思います。だから、ほかの人が今どれくらい省エネしているのかということで、実

際にそれでランキングをつけているような、ゲーミフィケーションと呼ばれるようなところ

では実際のリアルな生活の中で省エネを競い合いながら生活をすると、人よりも頑張って省

エネできるとうれしいみたいな、そういうのはあると思います。 

○松橋座長 ありがとうございます。ほかは何かございますでしょうか。 

 どうぞ、西尾委員。 

○西尾委員 ありがとうございます。こうしたお取り組みは、日本では杉浦委員が先駆者だ

というふうに思いますが、海外とかでこういう省エネルギー教育、あるいは環境教育で、こ

うしたアプローチでされている成功例ですとか、あるいはもう少し欲張ると自治体も関係す

るようなものというのはございますか。 

 例えば、モノポリーなどは私の理解ですと、やはりお金の経済的な概念を勉強するという

こともあって成長してきたように理解しているんです。その意味では、今のお話も何か目的

とうまくそのゲームということを組み合わせた例だと思うのですけれども、成功例たるやと

いうことで御質問です。 

○杉浦委員 海外ではかなりビジネスにゲーミングが使われているということがあって、中

にはそういう環境問題のマネジメントということもあるかと思います。現実世界というのは

すごく複雑なので、現実の複雑さをある程度生かしながら、現実になるべく近いような形で

シミュレートするみたいな、そういうことはよく見かけるのですけれども、今回のものの特

徴は何かというと、トランプとかすごろくとか普通にみんなが知っていることに載せている

ので、特に何か新しい仕組みが要るとか、ルールを理解するのが大変だということではなく
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て、非常にシンプルな形で省エネというコンテンツを乗せています。 

 そういう点では、シンプルな形でやるものというのはそんなにないかなと、全然ないわけ

ではないのですけれども、すごろくを国際学会で発表したときには、環境関係の学会でも、

ゲーミングの学会でも、どちらも割と評判がよかったというか、おもしろいということは言

われました。 

○松橋座長 大変興味深いお話で、非常に我々も勉強になりました。本当にありがとうござ

いました。 

○杉浦委員 ちょっと言葉で説明するのはなかなか難しいのですけれども、やってみるとわ

かるというところもありますので、またぜひやってみていただきたいと思います。ありがと

うございました。 

○松橋座長 とりあえず、お持ち帰りになって、ぜひ御家族か何かで、私もやってみようと

思います。ありがとうございます。 

 それでは、次のプレゼンに移らせていただきます。次は、天野委員からお願いいたします。 

○天野委員 それでは、私のほうの内容は１つ目が「省エネルギー行動変容に向けた省エネ

機器の選択行動調査から」ということと、２番目がこれにも関連して「省エネルギー行動変

容に向けた提案」というものと、あわせて報告をさせていただければと思います。 

(PP) 

 まず、今回やっている研究の一部の御紹介になるのですけれども、一世帯当たりのエネル

ギー消費原単位を用途別に見ると、動力・照明ほかが38％、次に多いのが給湯28％、そして

暖房23％、厨房９％、冷房２％となっておりまして、家庭のエネルギー消費の約３割が給湯

によるものになっております。 

(PP) 

 この給湯に私どもは注目しているのですけれども、「日本の約束草案に基づく地球温暖化

対策計画」においても、低炭素製品への買いかえとして「高効率給湯器」というのが明記さ

れておりますし、日本再興戦略2016及び新しい住生活基本計画にもこの点が取り上げられて

おります。 

(PP) 

 ところで、環境省の「環境にやさしいライフスタイル実態調査」で見ますと、日常生活に

おいて節電を心掛けるですとか、節水に努める、あるいはできるだけごみを出さないように

するなどの日常生活の意識と行動は、このブルーに示したように７～８割とかなり高い割合
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で実践されているのですが、上の赤で示しました「物・サービスを購入するときは、環境へ

の配慮を考えてから選択する」という実践度は32.7％で、購入に関しては実践率が低いとい

うことが示されております。 

(PP) 

 そこで、省エネ機器の購入に焦点を当てて、特に給湯器に注目し、省エネタイプの機器の

選択の促進要因、あるいは阻害要因を洗い出して、省エネ行動変容を促す訴求ツールの作成

を目指した研究を行っております。 

 皆様も御存じかと思いますけれども、給湯器には左の従来型と、右のいわゆるエコジョー

ズと呼ばれる高効率の省エネタイプのものがありまして、右側のほうは燃焼ガスの熱を再利

用することで給湯熱効率を従来の80％から95％に上昇させて、結果としてCO2排出量を約13％

削減する省エネ効果を持つとされております。 

(PP) 

 2011年４月以降にガス給湯器の買いかえに主に関与した経験者を調査対象として、首都圏

を対象としたウエブアンケート調査を行い、そこで高効率給湯器の購入者と従来型の給湯器

の購入者を抽出して、省エネ行動の実践度との関係や省エネ機器、省エネタイプのほうを選

択する意思決定に影響を与える要因に関する問いを設定いたしました。 

 その後、実は補足的にガス事業社を中心にヒアリング調査ですとか、家電の販売店様で他

の家電製品との比較ですとか等々を行いまして、最終的には皆様のお手元にお配りしました

この訴求ツールを、私と日本ガス協会との共同研究ということで実施をして作成をいたしま

した。 

(PP) 

 この調査の中でわかったことを簡単に述べると、従来型と省エネ型を選んだ人別では、従

来型の選択者は従来型と省エネ型の比較をせずに従来型を選んだという人のほうが多い。省

エネ型の選択者は、比較をした人のほうがしなかった人よりも多かったという結果でござい

ました。 

(PP) 

 また、購入の際に省エネ型の機器の提案を受けたかどうかということで、従来型の選択者

は提案を受けなかったという人のほうが多くて、省エネ型を選択した人は提案を受けたとい

う人のほうが多かったという結果でございました。 

(PP) 
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 また、従来型を選んだ人、省エネ型を選んだ人、それぞれにどうして省エネ型を選ばなか

ったのか、あるいはどうして省エネ型を選んだのかを聞いたところ、従来型を選んだ方はい

わゆる購入価格というイニシャルコストが安かったということが一番の理由になっておりま

した。反対に省エネ型を選んだ人は、ランニングコストが安いからということで選んだ人が

多いという結果が出ておりました。 

(PP) 

 では、従来型を選んだ人、つまり省エネ型を選ばなかった人に、どういう条件ならば省エ

ネ型を選ぶかを聞いたところ、購入価格が従来型と省エネ型で省エネ型のほうが高い場合、

その差額が１～２万円ならば多くの人が、それから３～４万円でも半分ぐらいの人は選ぶと

答えていました。 

 では、そのイニシャルコストの差額を何年でランニングコストで回収できれば購入するか

を尋ねたところ、１～２年が多いのですが、半数くらいの人は３～４年で回収できれば省エ

ネ型を選ぶという回答をした方が多くなっていました。 

(PP) 

 それらを考慮して、そのほか幾つかいろいろな調査もしまして、お手元にあるような給湯

器選びで、給湯器の購入の選択行動に関しては、まずは経済的なインセンティブがとにかく

先にくるということがわかりましたので、１番目が家計にやさしいのはどちらか。次に、行

動変容の理論で得をするよりは損をするというほうがインセンティブが効くということで、

ちょっと思い切って「損をしていませんか」という表記で情報を提供するという形にしまし

た。裏面では、それによってどのような環境への対応ができるかということと、最後にその

仕組みを説明するという順でこうした訴求ツールをつくりました。 

(PP) 

 次に、行動変容に向けた提案についてです。 

(PP) 

 東京都の場合、住宅形態は集合住宅が多いという特徴があります。共同住宅が７割を占め

ており、全国平均が半分ぐらいですので非常に多くなっています。 

(PP) 

 そこで、集合住宅の多さを活用した方策として、省エネ型の機器の設問でLEDについてもち

ょっとやっておりまして、それとも関連しまして気づいたのですけれども、まずは集合住宅

であると居住環境が同一であり、共有部分だけではなくて専有部分の使用も、設備機器も、
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経年変化も同一、あるいは類似しているということで条件がそろっているということ。 

(PP) 

 また、それによってターゲットをここに絞る方策を一つ置くことによって波及効果が大き

い。この波及効果は、居住環境の同一類似性による効果と、世帯数の大きさによる効果があ

るのではないか。 

 ２番目に「情報伝達の効率性」ということで、実はマンション、アパート単位で情報伝達

をする場合、一戸一戸のマンション、アパート単位だとそれでも大変なのですが、実際には

管理組合があり、一部の調査によると管理組合の７割ぐらいは管理会社に何らかの形で委託

契約をしているということなので、一つの管理会社は複数、あるいは大手だと多数の管理組

合の委託を受けているケースもありますので、管理会社等をツールにして活用すると効率的

な対策がとれるのではないかということと、何といっても集合住宅という形態で集まってい

ますので、「情報共有のスピード性」も期待できるのではないかということです。 

(PP) 

 ３番目に「具体例」をあげました。、現施策で家庭におけるLED省エネムーブメント促進事

業をされていますが、実はLED導入の促進を阻む要因の例として、集合住宅の場合、専有部分、

いわゆる個々の家庭の中の構造や設備による制約でLEDが使える条件が合わないというか、合

うのかどうかも判断が難しいという指摘が出ています。 

 それは、例えば断熱材の有無や、設備の形状で天井に埋め込み式であったり、蓋がついて

いたりという仕様に左右されるのですが、その仕様が集合住宅の場合はほぼ同じですし、さ

らに戸建てと違って自然光の入る壁面が限定されているので、自然光はリビング中心で玄関

や廊下が暗い。 

 それで、玄関や廊下に明るいLEDを希望される方が多いのですが、明るいとLEDが大きくな

って埋め込みの穴にうまく入らなかったり、断熱材があるとLEDが使えなかったり、買ってき

てつけても断熱材が入っていると数カ月、あるいは１年ぐらいで切れるということが出てき

ています。そもそも適合する機種や型番が何なのかがわかりにくく、それは消費者の能力の

問題ではなくて、細かな建築仕様やそれに対応する機種の情報不足により判断が困難という

側面があるので、こうしたところもマンション単位とか集合住宅単位で診断をすれば、かな

り効果が大きいのではないかということでございます。以上でございます。 

○松橋座長 ありがとうございます。前半のほうは特に限定合理性の問題が端的にあらわれ

ているようなところもあって、大変興味深く拝聴しましたし、後半のほうもマンションの例
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えば共有部分の照明を効率化するとか、これは非常に重要な施策だと思いますけれども、そ

こに対して大変示唆に富む内容ですし、断熱の有無、これは熱の問題なのかなとも思います

けれども、それとも工事のお話なのでしょうか。いずれにしても、重要な問題が提起されて

いると思います。 

 いかがでしょうか。御質問、御意見等ございましたら伺わせていただきます。 

 では、どうぞ。 

○高橋委員 どうもありがとうございます。御説明の中で、省エネ型の製品を購入されなか

った方が提案を受けなかったというようなお話があったと思うのですけれども、前回お話さ

せていただきましたように、我々としてはそこは提案をしているつもりなんですね。 

 そうすると、提案しているのだけれども、それが伝わっていないというか、そういうファ

クターというのもあるのではないかと思います。実際に感じていないというかですね。だか

ら、伝え方というのは大変重要なんだなと感じたところであります。 

○天野委員 どうもありがとうございます。一般の家電製品と違って、給湯器の場合はほと

んど皆さん給湯器そのものを意識していなくて、壊れて初めてどこにあるかさえもわからな

いというケースもかなりあるようです。 

 しかも、壊れたら業者を呼んでほとんどその日のうちに決定することになります。例えば

家電製品のように冷蔵庫がそろそろ買いかえかなとカタログを見たり情報を集めるというこ

ともないので、そのときの業者さんとの短期間のやりとりで、今日か明日にはもう取りかえ

たいということで決定までの時間が短いということもあります。 

 そのため言われるままのものを買うというケースがかなり多く、販売も色々なチャネルが

ありますが、我々の調査から、ガス会社さんの系列の販売ですとほぼ省エネタイプの説明が

されているのですが、それ以外のチャネルでは説明が余りされないケースが多いことがわか

りました。 

 あとは、ご指摘のように短時間の中で一言で伝えることが大事だと思われますので、その

ための訴求ツールを作成したという形でございます。ありがとうございます。 

○松橋座長 確かに、お風呂に入れないと困るから、今日壊れたら明日には直っていないと

いけないわけですね。そのときに何万円か高いというのは、今まさにお金を出さなければい

けないから、そうするとその業者が提案するというのももちろん影響はありますけれども、

どうしても安いほうに流れてしまうということもあるのかもしれませんね。ありがとうござ

います。いかがでございましょうか。 



15 

 

 では、お二方、巻口委員、西尾委員の順番で巻口委員からお願いします。 

○巻口委員 ちょっと違う観点なんですけれども、今、短時間に物を決めるといったときに、

これはそこそこの値段のものになってくるわけですね。判断権者と、実際に私の家庭で申し

わけないのですけれども、財布を持っている人間が違ってしまっているというところも問題

ではないか。そこはどうなんですか。 

 つまり、こういう大きなものを買うといったときに、奥様は自分だけで買えるのか。何か

相談されるでしょう。そういうものと、それからランニングコストというのは自分が家計管

理の中でやっていくことですね。そうすると、そこで決定権者が違っているがために、うま

くそこの間の意思疎通が図れない。そのようなことはないのでしょうか。 

○天野委員 私どもの調査では、まず機器購入の決定に主にかかわった人に聞いています。

日ごろ使う人と、家計管理をしている人が同じかどうか、最近いろいろなケースがあります

ので、その辺が確かに難しいかとは思いますが、こうしたものは個人で消費するものではな

いので、やはり世帯の家計、支出として出ていくものですので、その辺はランニングコスト

が説明されれば、日ごろ家計管理をしていない人でもかなり効果は大きいのではないかとは

思います。 

○松橋座長 おっしゃったのは、いわゆるビルでいうとオーナーテナント問題みたいなもの

が家庭の中でもあるかどうかという話ですね。そういう話が議論されていることはあるので

すか。 

○天野委員 日ごろ財布を握っているのはだれかの調査は少ないもののありますが、こうし

た給湯器に関しては調査は見当たりません。 

 あと、給湯器で問題なのは、実は今鋭い御指摘をいただきまして、賃貸の場合は大家さん

が購入するので、ランニングコストは大家さんにとってはメリットがないので、そこは残さ

れた課題ということになります。 

○松橋座長 ありがとうございます。よろしいですか。 

 では、西尾委員、続けてお願いいたします。 

○西尾委員 １つ前の御説明のところで、コメントになります。ちょうどプレゼンの中でも、

従来型選択者は比較をしない方のほうが多いというお話がございました。私が理解している

ところですと、その前の段階の原因のところとして、やはり故障したときに初めて思い立つ

と、天野委員からも先ほどの質疑のときに御指摘があった点だと思います。 

 実際に弊所も調査していますと、６～７割の方がやはり故障ないし故障に近い何かしらの
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トラブルを抱えて給湯器の交換を思い立たれる。そうした方ほど、やはり省エネ型の選択率

が低い。その経路依存性みたいなものが強いことだと理解しています。 

 ですので、そこを解決しようとしたときには、実は購入を思い立った瞬間からの情報提供

だと少し遅い可能性があると思っています。これは第１回の検討会のときに、そうしたとき

の情報提供は重要でしょうという御意見もあったかと思うのですが、それはそれで重要であ

るものの、さらに言えば前段階のものが必要だと理解しています。それは集団購入的なもの

もあるでしょうし、あるいは昔買ったハウスメーカーさんなり、サブユーザーさんなりにア

クセスするというところで、皆さんどうしてもその経路に依存する。 

 そこで、私が感じているのは、弊所などがこの給湯器の問題を考えるときには、CO2を大幅

削減していくという割と高い目標を持って考えることが多いです。東京都さんなども、そう

いうところがあると理解しています。 

 そのときには、やはり従来型の給湯器から潜熱回収型の給湯器に変えていくというのも重

要なのですが、大幅削減ということを考えると、まさにヒートポンプの給湯器に変えていく

というアクションまでとっていかないと届かないレンジだというふうに理解しています。 

 そのときに、実はチャネルに結構依存してしまう。やはりガス給湯器を扱われている会社

さんですと、提案してもガスの潜熱回収機というところもございますので、そこら辺も行動

変容という点では広目にチャネル、サブユーザーさんも含めてどういうふうに大幅削減を目

指していくかというところで考えていく必要があるのだろうと理解しています。 

○松橋座長 ありがとうございます。今の点は、システムが大分変わるというところで、と

ても難しいところで、いわゆるエコキュートのことをおっしゃっていると思いますし、エコ

キュートとかエネファームとか、あのようなものが入りますとシステムがかなり変わります

ので、普通にお風呂に入っていた場合と比べるとまるで違ってくる。それで、初期費用の負

担も大きく変わりますので、確かに少し効率が上がるというのとはかなり違う意思決定にな

りますよね。そうすると、またちょっと別のいろいろな難しさというか、そういうものがあ

るかと思います。 

 何か今の点についてございますか。 

○天野委員 私どももこれをちょっと視野に入れて調査はしているのですけれども、やはり

環境条件といいますか、大型の場合スペースなど設置条件にいろいろな制約があるのでそこ

をクリアしてもう少し小型化されると設置率が上げられると思います。 

○松橋座長 そうですね。東京都の場合は特に狭い住宅ですとか集合住宅が多いので、それ
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も一つの問題ではあるかと思います。 

○天野委員 エコジョーズも、実は集合住宅では環境面の制約があってつけられないという

のもまだあります。 

○松橋座長 ありがとうございます。では、よろしいですか。ほかはよろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。 

 それでは、次の御発表のほうに移らせていただきます。次は、和田委員からお願いしたい

と思います。 

○和田委員 よろしくお願いします。 

(PP) 

 私のほうから発表させていただく内容は、まず省エネに関する意識調査です。これは、リ

ンナイ株式会社と共同で調査をさせていただいたものが、ことしの５月にプレス向けのリリ

ース原稿として今、公開されているのですけれども、これがちょっと興味深い内容でしたの

で発表をさせていただきます。 

 こちらは調査対象が全国の20代～40代の男女計987名ということで、比較的若い層に向けた

アンケート調査です。 

 そして、「実践している誤った省エネやよくある質問」というのは、私は普段省エネとか、

節約とか、そういったことをテーマに講演などをさせていただいているのですけれども、そ

こでよく出る質問ですね。あとは、雑誌とか、テレビとか、そういったところで座談会のお

仕事なども結構させていただくのですけれども、例えば普段こんなことをやっていますとい

うことに、あれっ、ちょっと間違っているなと思うような誤った省エネの考え方をされてい

る一般の方が結構いると感じるので、そういった一般の方からの質問や聞き取りで感じたこ

と、こういった内容と、あとはそこから「見えてくる消費者像」、そして「今後調査すべき

点」「施策のアイディアについて」を発表させていただきます。 

(PP) 

 まず「「省エネ」に関する意識調査」です。「あなたは、普段の暮らしの中で省エネをど

の程度意識していますか？」。こちらに対しては、約７割の方が意識している。強く意識し

ていると、やや意識しているとあわせて７割ぐらいいらっしゃる。 

(PP) 

 そして、同時に「省エネを意識するだけでなく実際に行動していますか？」というところ

も、７割ぐらいの方が実際に行動をしているという結果が出ています。 
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 そして、やはり年代別に見ると、若干年代が上がるほどに割合が増してはいますけれども、

ただ、20代の方でも65％ぐらいは意識しているということで、極端に低いということはない

という結果になっています。 

 エリア別のランキングデータというのは、なぜ四国が１位なのか、私もよくわからないの

ですけれども、２位が関東地方ということで、調査の前はどちらかというと震災の影響とか

があって、関東とか東北とかのほうが高く出るのかと思ったのですが、なぜかここは四国な

ので、ちょっとこれはよくわからないです。 

(PP) 

 そして、「「省エネ」に関する意識調査」の「あなたにとっての省エネは、家計を意識し

たものか、環境保全を意識したものか、どちらの方がより強い意識としてありますか？」と

いうところで、こちらは90％以上の方が家計(節約)というふうに回答をしているんです。 

 そのほかに、環境以外の要因として震災という内容も入ってきていますけれども、あなた

が省エネを意識するようになるようになったきっかけですね。そういったものも入っていま

すけれども、やはりここでも節約を意識して８割以上の方が省エネを意識するようになった

というふうに答えられています。 

(PP) 

 そして、この調査では「省エネ理解度簡易テスト」というものもしました。これは全部で

12問あるのですけれども、これを一個一個説明しているとすごく長くなってしまうし、多分

皆さんは御存じのことばかりだと思うのでここは割愛して、これの結果についてなのですけ

れども、12点満点のテストで平均点は6.1点でした。 

 これをやるときに、この問題は私が全部つくったのですけれども、結構簡単な問題なので

８問ぐらいは正解するだろう。10問正解したら、これは省エネ優秀者というふうにしようと

考えてつくっていたのですけれども、全然平均点が低くて、結局８点以上を省エネ優秀者み

たいな形にしようということになったのですが、８点以上の方も２割しかいなかったんです

ね。 

(PP) 

 それで、これは何を間違えているかというところを見ると、特に間違えている割合が多い

のが、「すべての家電製品には待機電力がかかるため、プラグを抜いたほうが省エネになる」、

そして「白熱電球をLED電球に換えると電気代は約半分になる」。これは、そのとおりだとい

うことで正解というふうにして間違えている方が多いんです。プラグを差していると待機電
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力がかかると漠然と思っていたりとか、LED電球にかえると電気代が安くなるということは何

となく知っているけれども、どれくらい安くなるかとか、そういうような具体的なところが

すぽっと抜けているような感じの結果だと思います。 

(PP) 

 そして、「「省エネ」に関する意識調査」の、「今後、あなたが家を建てる時やリフォー

ムの際に、省エネ設備の導入をどの程度検討しますか？」というところで、検討すると答え

られた方は６割以上いらっしゃいます。 

(PP) 

 ただ、その省エネ設備の導入に当たって障壁となる点、気になる点を聞くと、やはり初期

費用がすごく高そうだから躊躇してしまうという方が６割以上いらして、これが圧倒的に１

位なのですけれども、どれくらい省エネ効果があるのかよくわからないと答える方も50％近

くいらっしゃるんです。ですから、初期費用が高い。そして、省エネ効果がどれくらいよく

あるかわからないという２つの原因が主な原因ではないかというような結果が出ています。 

(PP) 

 それで、この意識調査の内容をまとめると、７割が省エネを意識している。そして、７割

超が意識して実践をしている。それで、年代が上がるほど意識は高いという結果が出ていま

すけれども、若い層でもそんなに意識は低くないということです。 

 省エネのモチベーションはやはり節約、そして先ほどの理解度テストでわかったようにま

るっきり知らないというわけではないのだけれども、正しい情報というのがよくわからない。

何となくで省エネをしているというようなところです。 

 そして、省エネ設備に関して意欲的ではあるけれども、初期費用とその効果に疑問がある

ために、なかなかハードルが超えられないというような感じです。 

(PP) 

 それから、普段の私のヒアリングであったり、講演とかでいただく質問の中でよくあるこ

とをまとめたのがこちらです。 

 まず、省エネのために温水洗浄便座のプラグを抜いています。結構これを言われる方が多

くて、省エネで普段何をやっていますかと聞くと、温水洗浄便座は電気代がもったいないか

ら抜いています。それは確かにプラグを抜けば節電にはなると思うのですけれども、だった

ら別に温水洗浄便座は要らなくて、普通の便座でいいじゃないかという話ですよね。だから、

買う段階でそれだけ電気代がかかるということを考えていなかったりとか、電気代がかから
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ないものを選ぼうとしていなかったりする。 

 オイルヒーターの話もそうなんですが、オイルヒーターは空気が汚れなくてすごくエコだ

から買ったけれども、実際に使ってみたら月の電気代が２万、３万と高くてもう使えないと

いうような方もいるんです。だから、購入時に省エネというところに思い至らない方が結構

いらっしゃるなという感想です。 

 そして、先ほどの意識調査のところでも出てきますけれども、何となく省エネをしている

方が結構いる。食洗器は電気代がもったいないから、食洗器は使わないで乾燥だけ使ってい

るという、よくわからないことをしている方もいたり、あとはエアコンの運転はドライは温

度が下がらなくてエコだからドライ運転にしていますとか、湯たんぽですね。これは結構多

くて、何となくエコなイメージで電気を使わないからエコということで湯たんぽを使ってい

るけれども、実際にはお湯を沸かす環境負荷を考えたら、電気あんかを使ったほうがよっぽ

どいいのではないかというようなこともあったり、何となくのイメージで省エネとかエコを

捉えている方が結構いらっしゃいます。 

 そして、「０か100かで判断しがち」というのは、どちらがいいのですか、その中間の考え

が余りないというか、エアコンはつけっ放しと切ったりつけたりするのとはどちらがいいか。

こういう場合であればこうですよ、こういう場合であったらそうではないですよというよう

なものが余り理解できないというか、ゼロか100かで判断して答えを求めがちです。 

 電気ストーブとエアコンとかも、用途がまるで違うものに対してどちらがいいのか判断し

てほしいという方が結構います。 

 そして、最後に、人と比べた数字をすごく気にします。一般的なお宅と比べると、うちの

電気代は月に幾らなんですけれども、高いですか、安いですかという質問であったり、収入

が幾らくらいで光熱費が幾らぐらいなのですけれども、割合的にどうですかというような、

人と比べたりとか、割合的にどうだという数字が結構気になる方が結構多いです。 

(PP) 

 それで、「見えてくる消費者像」として、省エネに意欲があるのだけれども、行動がアナ

ログで、何となくの思い込みで省エネをやっている。そして、ゼロか100かではないですけれ

ども、わかりやすい情報に流れがちで、ここでも「省エネのマインドは環境よりコスト」と

いうふうに書いていますけれども、先ほどの意識調査でもそうでしたが、やはり環境のこと

よりコスト面がすごく気になるという方が多い。それから、すごく損得には敏感ですね。特

に損をすることが嫌だというふうに感じる方が多いと思います。そして、平均値と比較した
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とき、これをすごく気にする方が多い。 

 最後にちょっと気をつけたいと思うことが、「省エネに懐疑的な層のフォロー」というふ

うにありますけれども、前回のときも熊谷先生が御発表されていたように、地球温暖化にそ

もそも懐疑的な考えを持ってそういう意見をされる方に私も結構会っています。 

 それと、そういった層だけではなくて、家電を買いかえたほうが省エネになるとか、そち

らのほうがいいという話に対して、そんなのはただ物を売りたいだけではないかというふう

に、ちょっとうがった見方をしてしまうような方も結構そういう意見をされたり、そういっ

た層もちょっといるなというふうに感じています。 

(PP) 

 「今後調査すべき点」ですけれども、先ほど天野先生のお話と非常にかぶってしまうので

すが、給湯器のことですね。給湯器は給湯でエネルギーの３割ぐらいを占めているというこ

とがあって、そして家電の場合はいろいろスペックとかを比較して選んだり買ったりすると

思うのですけれども、給湯器というのはお湯を沸かすだけなので、そういったところは余り

考えていない。 

 それで、普段から比較検討をするような対象でもないというところで、やはり給湯器を導

入するときだけではなくて、日ごろからの啓発というか、そういったものも必要なのではな

いかと思うので、ここは調査すべき点なのかなと考えます。 

 それから、「長時間保温する家電の使い方」です。こちらのグラフのように、やはり冷蔵

庫、照明器具、テレビ、エアコンとかの割合が多いのですけれども、それ以外のところを見

ると、熱を発生させる、長時間保温をするような家電というのはすごく割合的に多いんです。

一般の御家庭とかに伺って、うちはすごく電気代が高いと言われる方というのは大体こうい

う長時間保温する家電にたくさん対応しているケースが結構あったりします。 

 ですので、こういった家電をどのように使っているのか。結構その大きさに比例して電気

代がかかると考えている方が多くて、冷蔵庫は大きいから電気代がかかる。電気ポットは小

さいから電気代はそんなにかかっていないというくらいの感覚の方が結構いるので、その辺

のことをどういう使い方をされているのかというのは気にしたいなというところです。 

 そして、これは個人的な興味なのですけれども、「社会規範的なアプローチは行動に影響

を与えるか」というところで、最初の会議のときからこの話は結構出ていたと思うのですが、

調査結果もそうなのですけれど、環境より節約的な考えの方がすごく多いというのが私は実

感としてあって、ボランタリー精神が薄いような気がしています。ですので、この社会規範
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的なアプローチでどのように行動に影響を与えるのかというところは、すごく興味を持って

います。 

(PP) 

 長くなってしまって済みません。「施策のアイディアについて」ですが、「数値の比較を

見える化」です。これは「電気やガスなどの平均との比較」で、よく東電の電気家計簿とい

ったものとか、東京ガスとか、そういったところでも提供はしていると思うのですけれども、

そういったものを今ネットで確認できるところはすごく多いと思うのですが、ネットを余り

活用しない層とかに向けてもアプローチできたらいいのではないか。そういう人もフォロー

できたらいいかもというふうに感じます。 

 そして、「現在使用している機器との比較」です。これは講演のときなどに、環境省のし

んきゅうさんというサービスがありまして、こちらを御紹介したりすると、ほとんど100％の

人がメモをとるんです。しんきゅうさんというサービスがあります。おうちの家電と比較が

できますよ。へぇ、そうなんだ、そういうのがあるんだと言ってメモをとるんです。だから、

やはり知りたいと思っているなと、すごくニーズを感じます。ですので、こういったものが

もっと広く知れてくるといいのではないかと思っています。 

 「費用対効果を明確にする」ことで、先ほどもお話が出ましたけれども、給湯に関しては

特に明確にできるといいのではないかと思います。 

 そして、「SNSやネット媒体の活用」とあります。これは具体的にどういうことをすればと

いうのはちょっと私もわからないのですけれども、ただ、そういったものから情報を仕入れ

ている方というのはすごく多いですね。先ほどのエアコンはつけっ放しのほうが電気代が安

くなるのかみたいな話というのは、ここ２～３年前ぐらいからツイッターなどでみんな情報

を入れて、それでどうなのというふうに聞かれることが多いんです。そういったところはす

ごく耳に届きやすいと思うので、こういった媒体の活用というのは重要かなと思います。 

 最後に、「シェアリングの推進」で「大学や単身者向け社員寮など」というふうにありま

すけれども、若い方はそのコスト面を考えたときにランニングコストよりも導入するときの

コストでやはりハードルが高いということで、それと同時に若い方というのは自分で物を所

有するという意欲がすごく低いと思います。シェアリングに抵抗がない。なので、こういっ

たところにはぜひ省エネ性能の高いものがシェアリングできるような仕組みがあるとすごく

いいのではないかと感じています。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。非常に示唆に富む、一般生活の上の視点がいろいろと
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盛り込まれたものであったかと思います。何か御質問等ありましたら承りたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 確かに、この途中のテストも微妙なものもあると思うんです。だから、さっきのつけっ放

しのほうがいいかどうかというのは、一般論としては言えない感じがするので、余り微妙な

ものは無理にこちらですよと言い切らないほうがいいような気もします。 

○和田委員 確かにそうですね。これもリンナイさんが実施したテストなので、そういった

ところの意向もあって、そのようなことはちょっと大人の事情的なものが少しありまして、

済みません。 

○松橋座長 確かに、いろいろ難しいところはあるとは思います。さっきのガスさんですと

エコジョーズだし、電力だとエコキュートがどうしても出てくるみたいな、それもまた一つ

の事情的な部分はあるかと思いますが、なかなかこれを公的に進めるときには難しいし、SNS

も非常に影響力はあると思うし、現実にあると思いますが、どのくらい確からしい情報かと

いうことも大事ですから、これは確かにこうだというものを集めてやるのも一つの手かなと

は思いますけれども、そこら辺はちょっと難しいところはありますね。ありがとうございま

す。 

 いかがでしょうか、何か御質問等ございますでしょうか。 

 では、どうぞ。 

○山川委員 ありがとうございました。私も消費者と接する機会があるのですけれども、お

話にあったような、白か黒かをはっきり示してほしいなどの傾向があるというお話は大変同

感しながら聞いておりました。 

 最後の「施策のアイディアについて」のところで、具体的にはわからないのですがとおっ

しゃっていたのですが、SNSやネット媒体の活用について、余りこの辺が感覚的にわからない

ところがあるのでお聞きしたいのですけれども、SNSの種類としてはツイッターが皆さんが受

け取る情報として多いのかや、例えばその発信者はどういう人のものが信頼されやすいか、

例えば都や業界団体が情報を発信する場合に、それは受け取る側がどうとらえるかなど、何

か現場の感覚としてヒントになるようなことをいただけるとありがたいのですけれども。 

○和田委員 やはり、バズるという感覚だとツイッターだと思うんです。ですけれども、別

にツイッターで発信をするということではなくても、ほかの例えばニュースとか、そういっ

た媒体のものをみんながそこで全部拡散をしていく。それでバズって、みんながそのニュー

スを見るようになるというようなことも結構あると思うんです。 
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 それで、先ほどのエアコンをつけっ放しのほうが電気代が節約になるみたいなことは、だ

れか個人のユーザーがことしの夏はずっとエアコンをつけっ放しにしておいたら、去年より

電気代が安くなったみたいなことが、うそでしょうという感じで、ばっとバズったんです。

それが本当かどうか、みんな疑わしいのだけれども、うそみたいな情報、でも本当なのみた

いな感じでバズるわけです。 

 それで、その後に、それが本当に正しいのかどうかを検証するという形でダイキンさんが

実際に実験をされているんです。それもダイキンの公式サイトのところに掲載されているの

ですけれども、それが発表されたときも実際にツイッターですごくバズったんですね。 

 だから、原因があって結果があるじゃないですが、そういったことで、信頼できない情報

も拡散するけれども、信頼できるようなちゃんとした情報も拡散する。ツイッターという場

は、結構そういうところが大きいかなというふうに思います。 

○松橋座長 おもしろいですね。 

 すみません。バズるというのは何の略でしょうか。 

○和田委員 何の略なんでしょうね。 

○薬師寺委員 みんなでわいわい、蜂がぶんぶん言うような感じで、ツイッターの中でみん

ながわいわい言うので、それをバズるという動詞にされているんですね。 

○松橋座長 それをバズると言っているんですね。勉強不足で申しわけありませんでした。

大変おもしろいトピックだと思います。おもしろい示唆に富むお話だと思います。 

 では、どうぞ。 

○巻口委員 今のお話でちょっと関連して、私どもの会社というのは、どちらかというと今

の省エネだけではなくてエネルギー、あるいは生活環境の中でいろいろ話題になっているも

のをひとつ皆様にインフォメーションを与えて、なるべく私どものウエブサイトにきていた

だくということを呼び水にしている会社なわけです。 

 それで、月間UUベースでいって200万から300万ぐらいあるわけですが、そのうちでもまさ

に今言われたように、つけていたほうがいいのかどうなのだろうかという御質問、あるいは

いろいろな問い合わせというものを見ながら、それに対して例えばそれこそうちの社員がみ

ずから何かやってみたものを載せてみるとか、そのようなことをずっとやっています。 

 でも、とにかくすごく皆さん御関心があって、私どもの比較サイトを使う、使わないとい

う以前に、世の中こんなものが話題になっているんだけれどもどうなのだろうという問い合

わせは非常に多いです。 
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 なおかつ、それは季節性がある。その話題になるのが大体季節性があるんだと思いますけ

れども、６月、７月というとやはりクーラーの話なんです。ところが、今ごろですと暖房の

話なんです。最近ですと、オイルヒーターみたいなものは本当にどうなのか。使い方はどれ

がいいのかというような話題がすごく多いです。 

 ですから、やはりこういう世の中になっていますので、SNSに代表されるようなものを上手

に発信してあげると、消費者の方々というのは皆さんお利口だから御自分で取捨選択されま

すので、やはり信頼度の低いものは何となく、なくなってしまうんです。だから、そこはき

ちんと出していけば、皆さん有意義に御活用されるのではないかという気がします。 

○松橋座長 ありがとうございます。大変、今のもおもしろいお話だったかと思います。 

 議論が尽きないのですけれども、時間が若干押しておりますので、次のプレゼンのほうに

進ませていただきます。どうもありがとうございました。 

 続きまして、薬師寺委員のほうから御説明をお願いいたします。 

○薬師寺委員 家電製品協会の薬師寺です。今回、家電製品協会でいろいろな省エネの啓発

活動をやっていますので、その紹介をさせていただきます。 

(PP) 

 まず、１ページ目が家電製品協会の主な事業なのですけれども、家電製品協会というのは

製品を持っていない業界団体で、製品はJEMA（一般社団法人 日本電機工業会）さんJEITA（一

般社団法人電子情報技術産業協会）さんなどが単独にやられていますので、家製協では、業

界横断的とか製品共通の項目や家電製品に共通する諸問題の研究開発とか、家電リサイクル

のリサイクル券の運用、それから資格認定制度、事故の紛争の調停などをやるところが私ど

も協会の仕事になっております。 

 それでは、今まで家電製品協会が実施してきた省エネルギー啓発活動について御説明いた

します。 

(PP) 

 この表は、いろいろなうちがやっている行動に関しまして、社会の動きとか、省エネ関連

の動きを引っ張っていますので、その辺の絡みを御紹介いたします。 

 まず、省エネ法というのはオイルショックを契機に制定された法律だというのが1979年で

すね。その後、京都議定書がCOP3で採択されましたときに省エネ法が改正されまして、トッ

プランナー制度、省エネラベルが出てきました。 

 それから、2005年には京都議定書が発効しましたので、省エネ法の改正で統一省エネラベ
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ル、これは星のマークがついたものですね。それから、御存じの方もあるかもしれませんけ

れども、国民運動として「チームマイナス６％」というのが2005年～2009年まで続けられま

した。 

 この国民運動を受けまして、それを実行する団体として省エネ家電普及促進フォーラムと

いうものができまして、これが2007年～2013年、ちょうどそのころエコポイントがありまし

たので、これの啓発もやりながらやったというようなところです。 

(PP) 

 今日は、この省エネ家電普及促進フォーラムのところを中心に御紹介いたします。このフ

ォーラムの設立経緯と会員なのですけれども、まず赤で書いておりますところで、省エネ型

の家電製品の普及に向けて家電の製造メーカー、それから販売事業者、消費者団体、行政の

関係者が一体となりまして国民運動をやっていこうということで平成19年に発足しまして、

会員の中から会長、副会長が出ていますので、メーカーであるとか、それから製造業者、消

費者団体等が入っている団体でございます。 

(PP) 

 実際にどんなことをやったかというのがこちらの表になります。 

 まず、キャンペーンとしまして、冬の統一キャンペーンウィーク、夏の統一キャンペーン

ウィーク、はっきり言いますと夏のボーナス商戦、冬のボーナス商戦に向けて販売店さんと

メーカーと一緒になって省エネ家電に買いかえましょうというようなキャンペーンをやって

きたという内容です。 

 それから、もう一つ大きいのが、省エネ情報を提供しなければいけないということで、そ

の提供した場所がイベントだとか展示会で、例えばエコプロダクト、ENEXなどで業界、主に

メーカーがフォーラムと一緒に展示ブースを設けて省エネの重要さを啓発していったという

ことです。 

 それから、Webサイト、家電フォーラムのホームページ、それから珍しいのが省エネの出前

事業を小学校に対してかなり多くやりました。また、省エネの情報の提供雑誌、小冊子と呼

びますが、そういうものを発行したりしております。 

 ３番目に、さっきちょっと話が出てきましたが、このフォーラムの活動の一環の中で「し

んきゅうさん」を作ったということで、エアコン、冷蔵庫、テレビ、省エネ温水便座、要す

るに星のマークのある省エネ統一ラベルがついた製品について買いかえ効果がわかるサイト

がこのフォーラムの中でできてきたというような内容でございます。 
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(PP) 

 次に、私ども家製協がこのフォーラムの支援の中でどの辺の役割を分担したかということ

でございます。 

 １つは、「出前事業」です。出前事業は2008年～2013年度まで数多くやりまして、この中

で教材のパワーポイントを家電製品協会の委員みんなで編集してつくりました。この内容は、

お手持ちの資料参考２のほうにつけておりますので見ていただければと思います。 

(PP) 

 それから、もう一つ講師の派遣もやってございます。参考資料の１のところで、2010年度

の内容をつけております。これは、パワーポイントはそこに入れておりますが、参考資料の

１では平成22年ですね。2010年にどんなところの参加校がありましたか、どんな年月にやっ

たか、どのくらいの学年の人がやったかという報告と、あとは家製協のほうから委員を派遣

しました。主に関東地方なのですけれども、小学校が主で、こういったところに派遣してか

なりの学校の人が受講したというような経緯になっています。 

(PP) 

 それから、「情報提供冊子の発行」です。これは、家電製品協会が企画して、製作して、

印刷して、配布したということで、2008年～2017年まで続いています。今、お手元のほうに

は2017年度の『スマートライフおすすめBOOK』という黄色い阪神タイガースの虎みたいなマ

ークがついたような冊子をつけております。 

 実際には、初めのころは省エネ家電のおすすめブックだったのですけれども、やはり太陽

光発電とか蓄電池が出てきたあたりから『スマートライフおすすめBOOK』というふうに名前

を変えながら現在に至っているということで、何十万部というような部数を配っております

が、主に販売事業者さん、家電メーカーのセールスマンだとか店頭に行く営業マン、それか

ら団体関係、省庁に配っております。 

(PP) 

 もう一つは、家電製品協会で独自にやっておりますホームページがありますので、その辺

を少し紹介いたします。 

 いろんな時期に応じてその名前が変わってきておりまして、初めが省エネみたいなところ

から、今はスマートライフのようにホームページの名前が変わっています。 

(PP) 

 省エネ情報の提供をしておりますが、どのくらいのアクセスがあったか、何か特徴がなか
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ったかという事例でございます。 

 まず上の段階は、2010年～13年度です。PV数というページ閲覧数は余り多くないのですが、

特徴的なのは７月、それから11月が回りの月に比べて若干アクセスが多くなるということで、

先ほどの夏のボーナス商戦、冬のボーナス商戦のときにこういうサイトを見ながらいろいろ

な商品情報を見に来ておられるという傾向があったのではないかと思います。 

 それから、下の段は最近の2014年～2017年で、スマートライフという名前にしていますの

でちょっと上の傾向が薄れてきているのですが、やはりパリ協定とか地球温暖化への取組み

が始まったあたりからだんだんアクセスが多くなったという傾向があります。 

 もう一つは、スマートフォン対応を2014年度からやりました。初めのころは10％ぐらいし

かアクセスがなかったのですけれども、このごろは40～50、大きいときは60％がスマートフ

ォンからアクセスされるということで、それも検索エンジン、グーグルで例えば省エネとは

何かと入れたら、ここのサイトが出てきてアクセスするというような傾向が非常に大きいと

いうようなデータが出ております。 

(PP) 

 また、どんな内容へのアクセス訪問が多かったかというと2017年７月にピークがあります

が、ここの上位５つをマークで示しておりますので後で見ていただければと思います。やは

りパリ協定が出てからだんだん多くなったのと、トランプさんが地球の温暖化はうそである

とか、枠組みから抜けるといったようなところでピークが出てくるなど、時事によってかな

りそういうピークが出てきております。 

(PP) 

 それから、展示会の出展も続けております。 

(PP) 

 最後に、これまでいろいろな情報提供をして感じたことということで書いております。 

 出前授業と展示会というのはやってはいるのですが、やはり対象となる人数が多いといっ

ても圧倒的に日本の現人口に比べると少ないというのがちょっと難点です。 

 それから、受けた方が実際に省エネの意識を周りに広めているかということが全然検証で

きていなくて、かつやったか、やらなかったかは人の顔を見ても受けた方かどうかもわから

ない、家電品の場合は、例えばアイフォンを持っているなといったら外目で見えるのですけ

れども、こういったことをやったかどうかというのは全然外目では見られないという悩みも

あります。 
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 それから、ホームページをつくっていますが、本当に訪問者の欲しい内容になっているか。

メーカーからとか業者からの出したい情報だけになっていないかという検証検証がちょっと

足りないかなと思います。 

 また、大人向けと子供向けもやっていますけれども、ほかにセグメンテーションする老人

であるとか若年層とかは要るのか。 

 それから、全般的な話です。いろんな情報とか啓発をやるのですが、買いかえをプッシュ

する一つの助けにはなっているのですけれども、決定打になっていないんじゃないか。やは

り買いかえがまだなかなか進まない。経済的なところの要因が大きいみたいな話があったの

ですけれども、では、買いかえを後押しするキラーコンテンツというのは何かないのかとい

うのが我々の大きな悩みです。 

 最後に、先ほどありましたように、こういった省エネの機運というのは大きな御旗という

のでしょうか。大きな目標に向けた国民運動という機運の盛り上げみたいなものがあると、

やはり大きく伸びていくなというような感想でございます。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。これも、家電製品の省エネの普及啓発という意味で大

変興味深いところなのですけれども、いかがでございましょうか。何か御質問、あるいは御

意見等ございましたら承りたいと思います。 

 先ほどのお話との関係というところで、最後にキラーコンテンツというところまで至って

いないということと、どうやったら買いかえていただけるのかというので、さっき買いかえ

たほうが省エネですよと言うと、売ろうとしているのでしょうみたいなうがった見方が出て

くるというお話とかがあったのですが、そういったときにはこちらの協会では何か有効な説

明のされ方というのはあるのでしょうか。 

○薬師寺委員 実は、私どももそれをはっきり言いたいことはあるんですが、幾ら安いです

よとか、幾らお得ですよとか、値段を極力しゃべらないようにしていまして、消費電力は少

なくなりますと言うんですけれども、では幾ら安くなるかというのは、しんきゅうさんを見

てくださいというようなところで逃げないと、やはりメーカー側が余り価格の話だとか損得

の話をするのはいい風潮じゃないというのがありますので、そこは悩みです。 

○松橋座長 いい風潮じゃないというのは、幾らお得なんですよと言うと、かえってうがっ

た見方をされてしまうということですか。 

○薬師寺委員 どの製品もそれだけ安くなるんですかと、測定したときの条件が、特定のこ

れとこれを比べたときというのを間違えて、今度は例えば１万円電気代が安いというのはど
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の機種に買いかえてもというわけではないので、メーカーとしてはその辺を金額にすると難

しくて、これとこれは100ワット違うとか、200ワット違うという数字は言えるんですけれど

も、幾らと言うとそちらだけひとり歩きするという悩みがあって、どこかと連携できれば、

後押しできるんだったら連携のところとホームページでつなぐというようなこともできます

が、ここがまだなかなかないということです。 

○松橋座長 ありがとうございます。そういったところは、むしろ今日ここにいらっしゃる

委員の皆様とか、第三者であれば、別にこれとこれをとったというときの条件が入っても、

特にその利害に関係していないから、一応仮定の上での話ですと言えば我々は済むんだけれ

ども、実際に家電を売っていらっしゃるところからすると、そこは条件によって、メーカー

によって違うと言われると、ちょっとそこに難しさがあるということですね。わかりました。

ありがとうございます。 

 ぜひ、ここの委員の皆様とそういう意味で連携してやるということも考えていただければ

と思いますが、いかがでしょうか。何か、御質問等ございますでしょうか。 

 ではどうぞ、高橋委員、杉浦委員の順番でお願いします。 

○高橋委員 大変いつもお世話になっております。メーカーさんの協会だとそれぞれのメー

カーさんの事情というのがあるので、具体的なものはなかなか出せないという事情はあるん

でしょうけれども、我々販売店側ですと実際に商品が目の前にあるので、この商品はこのぐ

らいということは表現はしているんです。 

 ただ、全体的な話になるかもしれないんですけれども、しんきゅうさんには私も最初のこ

ろから携わっていまして一生懸命やったんですね、店頭でもPRして、しんきゅうさんのぬい

ぐるみを連れ回してキャンペーンをやったり、私も随分やりました。 

 ところが、やはり定着しないんですよね。そうすると、何回も話が出ているとおり、どう

工夫してもイニシャルコストに引っ張られるんですよね。消費者の皆さんは。目先の損得な

んです。 

 それで、私はこの仕事を、環境とかCSRとか10年ぐらいやっているんですけれども、10年ぐ

らい前に調査したときに、何を買うときの判断基準にしますかというと、話にならないぐら

いに価格なんですよ。環境とか、使い勝手とか、いろいろな項目があるんですけれども、九

十何％が価格なんです。それ以外は、余り考えないわけですよね。 

○松橋座長 それもイニシャルの価格ですね。 

○髙橋委員 そうです。イニシャルの価格です。 
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 それで、10年間、ここに携わっている皆さんも、我々も、メーカーさんも一生懸命、この

環境、省エネというところで活動してきているんだけれども、現在それが少し変わったんだ

ろうかという思いもあるんですが、私はちょっと調査していないんですけれども、実感とし

て意識は変わっていないんじゃないかと。 

 そうすると、先生は前回おっしゃったように、電気代そのまま払いとか、ガス代そのまま

払いとか、それだったらこちらにするわというようなことに活動をシフトしていったほうが

すごくいいんじゃないか。 

 私は限定合理性という言葉の意味はよくわかっていないんですけれども、その限定という

意味が、知識だとか、考える力だとか、長期的な思考力だということだと、それを広げてい

ってもっと正しい判断をするようにしましょうということに対する取り組みというのは非常

に難しいなということで、ちゃぶ台をひっくり返すような話をしますけれども、今すごく思

っております。今、の歴史を御紹介いただいたので、たしかそうだったなという思いもあっ

て、雑駁な話で済みません。 

○松橋座長 とんでもないです。非常に重要な御意見だと思います。ありがとうございます。 

 僕らも、しんきゅうさんも見ましたし、自分たちでも家計簿エコプラスという無料のソフ

トアプリをつくって誰でもダウンロードできるようにしているんですが、やはり普及してい

ないですよね。よほど自治体と組んでコンテストをやるとか、何か入れてくれたら１等賞に

は景品をあげるとか、何かやらない限りは難しいですね。 

 だから、おっしゃることは全くそのとおりだと思いますし、そのまま払いも本当に自治体

さんとか、こういう家電量販とか、そういうお店と一緒にやるというのは非常にいいことだ

と思いますし、僕らも特許も何もないですから誰でもフリーにできることですので、もしそ

れで普及の助けになるんでしたら、ぜひ進めていただけるといいのかなと思っております。

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 では、続きまして杉浦委員お願いいたします。 

○杉浦委員 お話を聞いていて、どれぐらい省エネ効果があるかという点で、何が正しいか

ということを消費者はよくわからないという話が先ほどからもありました。 

 それで、お話を聞いていて２つの方向性があると思いました。 

 一つは使う状況によって、使用条件によって省エネの効果は変わる。それは、例えば車の

燃費がカタログどおりにならないということは大体、何となくわかる感じがするんですけれ

ども、家電についてこれぐらいの使用条件だったらこうだろうみたいなことで、その条件に
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よって変わるんだということを認識する。そのとおりにはならないんだということを前提に

しながら、納得できるかどうかというところが１つあるのかなと思います。 

 もう一つは、カタログ値でいいから、例えばそれを信じてこうなんだからというふうに思

い込むこと自体が、消費者の買った後の納得ですね。例えばオーディオなどでも、カタログ

でこういういい音が出ますといっても、全然それは実際には聞き分けられないみたいなこと

がある。 

 でも、それはカタログでこんなにいい音が出ているはずだということを思えば、やはりこ

っちのイヤフォンに変えてよかったなとか、そういうことを思うわけですよね。 

 だから、買った後に、これは省エネなんだということを自覚するとか、そういうことがで

きるということももう一つ大事なことなので、本当にそれが大事なんだったら、あらゆる数

値を使って買う後押しをし、そして買った後もそれでよかったんだというふうなことを思っ

てもらえるようにするのも大事なことかなと思いました。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。今の杉浦委員のトランプも、ある意味、少し数字を単

純にされているところもあると思いますけれども。 

○杉浦委員 そうですね。丸めたり、状況によって違いますね。 

○松橋座長 でも、やはりこうやって示していただくと、一般の方には非常にわかりやすい

ですね。当たらずといえども遠からずというようなところを苦労して多分、算定されている

と思いますけれども、やはりわかりやすいし、行動の指針になるという意味では、何とかこ

のくらいの形でまとめてやるということが大事かなと思います。 

○杉浦委員 もう一点いいですか。例えば、カタログデータでどれくらい省エネかというの

はあるんですけれども、実際に使って見て測定値を今、例えばビッグデータみたいなもので

大体こんな形で人々は買いかえていくと、これだけ省エネになっているというような実測値

に基づくようなデータというのを何かとるような可能性というのはないんですか。 

 それが、例えば実際の人々の全体的な動向を把握し、先ほどから出ているような他者と比

較するという点でいくと、みんなこういうふうにやっていて、それで社会全体で省エネを達

成できているみたいなことを、ふと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○薬師寺委員 実は、先ほどしんきゅうさんの画面のところで、冷蔵庫、エアコン、テレビ

と言っているんですけれども、それぞれ製品を出すごとにメーカーはJISで決められた測定方

法で年間消費電力が幾らになりますというのを１機種ずつデータを公表しています。 

 それが過去10年分ありますので、10年前のこの機種と、今のこの機種というのはピンポイ
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ントでやれるんですけれども、マップみたいになっているんです。ピンポイント、ピンポイ

ントだけれども、漠然と何かマップみたいな感じで、10年前の32型のテレビと、今の40型の

テレビを比べると、実は画面は大きいけれどもこちらのほうが電気が少ないというようなマ

ッピングがないんですよね。一個一個は調べられるんです。だから、ミクロはあるんですけ

れども、マクロがないのが今ちょっと欠点みたいだなという御指摘かなと思いました。 

 しんきゅうさんは、環境省さんが持っておられるアプリです。メーカーのほうがデータは

全部供給していますので、データは正しいです。JISの規格の測定値どおりにみんなやってい

ますから、メーカー間での測定方法が違うと言った誤差は出ませんので、機種の性能差だと

かしか出てこないので、何となくマッピングみたいなものができるといいのかなという感じ

がします。ちょっと考えてみます。 

○松橋座長 今のお話はぜひ、経産省とか、省エネセンターさんとか、ちょっとお知らせし

ておくといいのかなと思いますが、それ以外に杉浦委員のお話で、実際の燃費みたいなもの

が自動車だと実際の燃費を測ってデータを挙げるようなことがあったと思うんですね。家電

は、そういうのはあるんですか。実際に使用しているところから測って。 

○薬師寺委員 実際に使用していると、年間消費電力はできるだけ実用状態に近い条件を設

定するんですが、やはりいろいろな使い方のケース、例えば冷蔵庫にはいっぱい物を入れた

りするのと、しないのでまた違うし、テレビは見る時間によって違うとかありますので、あ

る一定のものではこのメーカーが測定したカタログデータとか、しんきゅうさんに入れたデ

ータというのは正しいです。 

○松橋座長 わかりました。ありがとうございます。 

 では、どうぞ。 

○杉浦委員 今の話で、冷蔵庫もいっぱい入れるとこうなるというようなところで、販売す

るときに少し使い方によって変わるんですよというところを啓発していただけるチャンスも

あるのかなということで、高橋委員いかがですか。 

○高橋委員 前回もお話がありましたが、販売するときにはやはりアドバイスは心がけるよ

うに我々はしているんですけれども、前回ちょっとお話がありましたように、お届けしたと

きに何かそういったものを置いてこられるようなものがあったらいいかなというのは、本当

に前回思いまして、今、取り組もうかなと考えているところでございます、確かにそう思い

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した。 



34 

 

 では、時間がありますので手短にお願いします。 

○和田委員 今のことに関連することなんですけれども、白物家電の取り扱い説明書をもっ

と皆が見るようになればいいなというふうに思っています。 

 大体、黒物家電は使い方がよくわからないからみんな一生懸命読むけれども、白物家電は

買ってきてプラグを差したらすぐ使えるから、そのままで全然見ないんですよね。すごく大

事なこととか、省エネに関することが書いてあるのに見られないから、あれをもっと興味を

持って見られるような内容に変化していくと、ちょっとは変わってくるんじゃないかなとい

うふうに思いました。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。今のことは、コメントとして承らせていただきます。

どうもありがとうございます。 

 薬師寺委員、ありがとうございました。 

 今日、これで一通りプレゼンをいただいたんですが、最後にこれから東京都のほうでも省

エネ施策を進めていくわけです。皆様からいただいたプレゼンも参考にしながら進めてまい

りますが、最後に一言ずつ、ちょっと時間がないところなんですが、１～２分ずつで全く恐

縮でございますけれども、今後の施策に向けて御意見を賜ればと思うのですが、全員からと

いうようなことになっておりますが、天野委員から一言ずついただいてよろしいでしょうか。

済みません。 

○天野委員 ありがとうございます。 

 私はさっきのプレゼンの中で報告させていただきましたので、ちょっとそことの関係で気

になったのが、資料１で整理していただいた、その前の東京都さんがつくられたマトリック

スの図があったと思うんですけれども、あそこでやはり能力だけとか、知識が不足している

部分と、あとは情報がない、不足している部分というのもあるので、それもちょっと足して

考えていただくといいかと思います。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 続きまして、それでは杉浦委員、一言お願いできますか。 

○杉浦委員 それぞれ、一人一人がよく考えるようにするということだと思います。わから

ないから任せるのではなくて、どうしたらいいんだろうと考える姿勢を持って、情報を自分

から得ていこうというような姿勢を持ってもらうということが、知らず知らずのうちに省エ

ネにつながるみたいなことです。自分から考えて生活をマネジメントするというふうになっ

ていくといいかなと思います。 
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○松橋座長 ありがとうございます。 

 駆け足で大変恐縮なのですが、高橋委員からも一言だけ、今までのお話とのつながりでも

結構です。よろしくお願いします。 

○高橋委員 私は、やはり店頭の現場で言うと、買いかえ促進というようなところに今回の

会議で思ったのは、さっき先生のおっしゃった電気代そのまま払い、今日のことで言うとガ

ス代の可能性があるとすれば、そのまま払いということに非常に興味を持っております。以

上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして一通りということで、西尾委員からもよろしくお願いいたします。 

○西尾委員 私は個別具体的な話よりも、その取り組み方みたいなところで１点コメントを

させてください。 

 この検討会のタイトルは行動科学ということで、これはやはり科学的にというか、知見を

一般化するということは大切だと思います。それで、先ほど来から、こういう取り組みは効

果がありそうだけれどもわからないとか、そういうお話がございました。 

 やはり、この後、実証にも入られるということで、これはとても大切な試みだと思います。

なかなかそういうものは一歩先の省エネを進めていこうという取り組みの中では、通常なか

なか同居させることは現場でも難しいと思うんですけれども、今回こうした形で実際に効果

があったか、ないのかというところも正面から向き合ってされるということはとても大切な

ことだと思います。 

 それを通じて、LEDに言えたことが何かほかの家電に言えるとか、これに言えたことがほか

のものに言えるとか、そうしたところで長期的な課題ですから、知見が一般化できるように

というところを願っています。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 続きまして、巻口委員お願いいたします。 

○巻口委員 今日伺っていて、とにかくお金なんだというところは私も本当に納得している

ところなんですね。それで、先生からありました、そのままというのは、そのまま電気代で

したか、それは非常に僕もわかりやすくていいなと思っていて、ちょっと時間が長くなっち

ゃいますけれども、お金の見せ方というのも大切だなと実は思っています。 

 いわゆる省エネというのは、実際にお金はこないわけです。要するに、バーチャルなもの

じゃないですか。だからだめなので、実際にお金が入ってくるということが大切で、ちょっ
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と事例としてよくないかもしれませんが、電源三法で発電所のあるところというのは今、電

気代は半値になっていますよね。最初はそうでした。だから、半値にしちゃったものをお客

様は払うわけです。そうすると、もらった実感が全然ない。 

 それで、まさにそのまま電気代で、まず100％電気代を払うわけです。そして、残り50％が

ある日、自分の口座に振り込まれると。それも、最初は毎月やっていたんですよ。そうする

と、毎月だと5,000～6,000円ぐらいじゃないですか。なかなかならない。 

 そこで、１年間分まとめるわけです。そうすると、10万円近くのお金が入ってくる。これ

は全然変わらないんですけれども、だけど人間というのはおもしろいもので、まとまって年

度末に例えば数万円のお金が入ってくるというと、もらった気分になるんです。だから、こ

れはやはり見せ方として非常に大切だなと、私は先生のお話を聞いていてわかりました。 

 それからもう一点、ちょっと長くなって済みませんが、これからネガワット取引というの

ができますね。もうある意味できていますが、そうなると節約と省エネというのが一緒にな

ってがらがらぽんになっちゃうんですけれども、具体的に自分が何か節約、省エネをすれば、

お金がもうかるんだということが実際可能になってくるんですね。 

 ただし、家庭の場合は非常に少ないお金なものですから、それが一人一人参加するという

のは現実的に無理なので、やはり何かまとまったグルーピングなり、それこそ前に御提案し

たように組合とかで、そこで行政がうまくグルーピングをすることによって、実際にやれば

お金がもうかるんだ、入ってくるんだというところを実感できるようなものになれば、皆さ

ん頑張るのではないかなというふうな気がしています。ちょっと長くなりまして済みません。 

○松橋座長 大変ありがとうございます。貴重な御意見、ありがとうございます。 

 続きまして、薬師寺委員からお願いします。 

○薬師寺委員 私はちょっと方向が違うんですけれども、今回の行動科学を活用したという

ところの中で、私どもはさっきやったように、冊子をつくったり、ホームページをやったり、

展示会で説明するんですけれども、行動科学の中から例えばこういった表現のほうがわかり

やすいよというのが、前はホテルのタオルの話だとかあったんですけれども、今回いろいろ

な家電とか省エネとかの中でそういったものが何個か出てくるといいなと思って、実際出て

きたら早速使いたいなと思っていますので、何かそういった省エネに関して行動科学をもと

にこういった表現がいいとか、こういった打ち出し方のほうがいいよというのが何点かある

といいなというふうには期待していますので、ぜひ、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。重要な点だと思います。 
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 山川委員、お願いいたします。 

○山川委員 前回の検討会のときに私も幾つかアイデアを出させていただいて、それが資料

１のほうに書いてあります。 

 それがまず１つと、あとは申し上げていないこととしましては、資料１の中に古い冷蔵庫

を探して買いかえようというアイデアがありました。私は、これは非常に興味をひく事業で

もありますし、買いかえの効果は確実に出ると思いますのでいいなと思って拝見しておりま

すが、どうしてもこういう事業は単発のイベントに終わってしまいがちなので、やられるの

であれば波及効果まできちんと狙った形で事業の企画をしないといけないと思います。 

 参加していない人に対して、その結果をどういうふうに見せて、ではうちも買いかえるか

と思ってもらえるようなつくり込みが必要だと思います。そういう意味で、やはりメディア

を巻き込むというのは結構大事なので、メディアにどう見せていくかというところも気にす

る必要があると思います。 

 それからもう一つは、今日天野委員から賃貸住宅の話が出て、私もそこは課題だなと思っ

ているところなんですけれども、賃貸住宅に備えつけの機器で、給湯器とか、多分、一部エ

アコンもそうだと思うんですけれども、そういうものをオーナーさんにつけてもらう施策が

何かないだろうかと考えます。 

 例えば、不動産会社の店頭やチラシ、あとは今インターネットで物件を検索する人がすご

く多いので、そこに高効率機器が入っていることを出すようにするなどが考えられると思い

ます。 

 というのは、最近、賃貸物件を見ているんですけれども、そういう情報は全然出ていない

んですね。間取りや駅から何分などの情報しか出ていないので、省エネ機器に関して積極的

に出すような何かがあるといいし、そういうことに取り組んでいるオーナーに対して何かイ

ンセンティブが与えられれば、徐々に広がっていくかなという気がしています。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に和田委員、お願いいたします。 

○和田委員 委員の皆さんの御発表を聞いていて思ったのは、やはり数値を見える化をする

ことだったり、その費用対効果を明確にすることということを結構、多くの方がおっしゃっ

ていたのですごく共感しました。 

 省エネに対する意識の変化というのをすごく私は感じていて、今から10年以上前、チーム

マイナス６％とかがあったときは、エコが先にくるというか、そういう感じで省エネに興味
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を持たれる方は結構いたと思うんですけれども、それから3.11があって、それで電力不足だ

ったり、エネルギー問題だったり、そういったところにマインドが変化していった。 

 そして、最近になって今はすごく景気がいいとか何とかと言いながらも、庶民感覚として

は全然そんなことを感じない中、やはり賃金は上がらないで物価ばかり上がっていってお金

はないみたいな状態じゃないですか。そうすると、節約のほうにマインドが移っていくみた

いな、そういう変化をすごく感じるんですね。 

 ですから、消費者に対してのアプローチとかも、その時代の空気感みたいなものはすごく

大事だと思うので、ぜひそういったことも考えて取り組んでいくような形で進めていかれれ

ばいいかなというふうに思っております。以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 皆さんから大変貴重な御意見、委員の皆様からいただいたプレゼンも非常に示唆に富むし、

今、最後にいただいた御意見も大変示唆に富むものであったかと思います。 

 最後に１分でまとめをするということにト書きでなっていまして、至難の業なんですが、

いただいた御意見は非常にどれもごもっともで、どちらかというと消費者側、需要側からの

お考えをいただいたのが杉浦委員であり、ゲーミングの話もいただいたということもありま

すし、やはりいかに消費者側が選ぶ際に考えるか。考えるということ、能力が問題だという

御指摘も委員からいただいたんですけれども、そのときに考えることをどうやってきっかけ

としてやるのかということも御指摘をいただきました。 

 それに関連すると、天野委員からは消費者が持っている情報であり、やはり今、言いまし

たように能力という問題が限られています。そのことと、杉浦委員の御指摘とはかなり関係

しているかと思います。 

 それから、今いただいた和田委員から、消費者にどうやって見せるか。それが、時代の背

景と非常につながっている。確かに震災の直後は、東京都内も実は荒川区、足立区では計画

停電がありましたし、横浜とか柏でも停電がありましたから、非常に私たちはエネルギーが

足りないということを深刻に考えたわけです。 

 今は、逆に景気の問題があってというお話がありました。その時代の空気感と省エネをど

うつなげて伝えていくかというのを３人の委員の皆様、さらにいうと山川委員からも古い冷

蔵庫を探せプロジェクトの話もいただきましたし、どうやったら永続的にその効果を続ける

のかということの工夫という御示唆もいただいたわけです。 

 供給という立場から御指摘いただきましたのが、山川委員の給湯器なんかで天野委員のプ
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レゼンとも関係してオーナー対策ですね。 

 それから、物件検索に乗せる。これは、ひょっとしたら省エネ法か何かで、最近は建物で

すと国交省も関係しているから、そういうところに不動産のほうからそういう情報を載せる

ということがアプローチできるのか、できないのか、私も折を見て尋ねてみたいと考えてお

ります。 

 それから、供給という点からいいますと、やはり高橋委員と巻口委員からいただいた買い

かえの促進という観点ですね。これは、この委員会の一つの中心的な課題でもあるかと思い

ます。同じ支払いになるんだけれども、見せ方、払い方によって全然変わってくる。これは

人間の本能的なものもありますので、ぜひいただいた観点、それからネガワット取引とか、

そういう例もいただいているんですけれども、お金の見せ方という観点、そういう点も含め

て、省エネ機器への買いかえの促進という点は今後とも見てまいりたいと思います。 

 西尾委員と薬師寺委員からは、やはり需要と供給、消費者と供給するお店の立場という点

をつなぐ考え方の中に行動科学という点ですね、この点の重要性を御指摘いただいたと思い

ますが、これはやはり科学と言っていますので、例から一般化していく、普遍化していく。

私たち研究者ですと、そこで論文を書くわけですけれども、そこにもつながるような知見が

提供できればいいですし、薬師寺委員からいただいた、このほうがわかりやすいよという表

現につながるような科学的な知見というものも、我々としては提供していかなければいけな

いと思っております。 

 ひょっとしたら、慌ててやりましたので、抜けているところがあるかもしれませんが、委

員の皆様から賜った知見を生かして、東京都の施策にうまく反映できたらと思っております

ので、ぜひ今後とも事務局のほうにも御意見、御示唆を賜りたいと思っております。 

 若干、時間をオーバーしておりますけれども、本当にたくさんの御意見、御討論いただき

ましてありがとうございます。 

 事務局から、最後のお知らせをお願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、杉浦委員、天野委員、和田委員、薬師寺委員、本日

は貴重なお話をありがとうございました。 

 いただいた御意見につきましては、都の施策に反映できるよう検討させていただきまして、

都民の省エネ行動につなげていきたいと思っております。 

 次回、第４回検討会につきましては、来年１月29日月曜日の15時からを予定してございま

す。 
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 本日はお忙しいところ、ありがとうございました。 

 それでは、これにて第３回の検討委員会を終了させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

○松橋座長 どうもありがとうございました。 

（午後３時３３分開会） 


