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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報告書
概要版

平成 30 年 3 月
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1章 はじめに
1.1

検討会設置趣旨

2015 年（平成 27 年）に開催された気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(ＣＯＰ21)において、2020
年（平成 32 年）以降の気候変動対策の新たな国際的枠組「パリ協定」が採択された。気候変動問
題への対応が地球規模の課題となっており、その解決には世界人口の半数以上が集中すると言われ
る都市が大きな役割を担っている。とりわけ欧州諸国一国分に相当するエネルギーを消費する大都
市・東京は、その規模に見合った責任と役割を果たすため、「世界一の環境先進都市」を目指して
積極的な施策展開を行っている。
都内のエネルギー消費量は、2005 年度（平成 17 年度）以降減少傾向にあるが、東京都環境基本
計画で掲げた「2030 年（平成 42 年）までに都内のエネルギー消費量を 2000 年（平成 12 年）比で
38%削減する」という目標を達成するためには、都内全体のエネルギー消費量の約 3 割を占める家
庭部門における省エネルギー対策を一層推進していく必要がある。
現在、省エネ性能が高い家電製品等が市場に多く出回っているが、最新の家電製品に買い替える
ことにより、効率的に省エネに取り組むことができるにもかかわらず、まだ使用できる等の理由か
ら、その買替が円滑に進んでいるとは言えない。また、家電製品の高い省エネ性能を十分に活かし
きれていない場合も見受けられる。
このような状況の中で、近年欧米などでは、人間の行動や意識を理解し、行動変容を促す行動科
学的手法により、国民一人ひとりの行動変容を直接促すための研究が活発となっており、行動科学
研究の成果が省エネ政策の立案や改善に反映されつつある。日本国内においても、これまでそれぞ
れ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、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など、行動科学への関心が高まってきている。
そこで、行動科学の知見を活用した省エネ対策について都民の行動特性等を踏まえて有識者や業
界団体等と議論し、都民一人ひとりの省エネルギー行動を促す効果的な方策を示すことを目的とし
て「行動科学を活用した家庭部門における省エネルギー対策検討会」が設置された。
本検討会では、上記の目的を達成するため、次の 2 点について主に検討を行った。
（1）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）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再生可能エネルギー機器等普及策
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1.2

検討体制

検討会の委員及び事務局は次のとおりである。
（委員（◎座長、五十音順）
）
天野 晴子

日本女子大学 家政学部 教授

熊谷 香菜子

科学コミュニケーター

杉浦 淳吉

慶應義塾大学 文学部 教授

髙橋 修

大手家電流通協会

西尾 健一郎

一般財団法人電力中央研究所

巻口 守男

エネチェンジ株式会社 顧問

◎ 松橋 隆治

東京大学大学院 工学研究科

事務局長

薬師寺 康博

一般財団法人家電製品協会

山川 文子

エナジーコンシャス 代表

上席研究員
教授
技術部

部長

東京都地球温暖化防止活動推進センター 顧問
和田 由貴

消費生活アドバイザー

（事務局）
東京都環境局地球環境エネルギー部地域エネルギー課
みずほ情報総研株式会社（事務局補助）
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第2章 行動科学の知見を省エネルギー対策へ活用する際の観点について
本章では、本検討会の検討のフレームワークとなる行動科学の概要と、省エネルギー対策へ活用
する際の観点について提示する。
2.1
2.1.1

行動科学の概要
行動科学が関心としている人間の行動や意識

行動科学とは、人間の行動や意識を理解するための学際的研究であり、本検討会ではこれらの知
見を踏まえ、都民の省エネルギー行動を促す対策を検討することを目的とした。
人間の行動や意識（以下「人間観」という。）には 2 つのシステムがあると考えられており、行
動科学の知見を活用する際には、人間は「限定合理的」、
「社会的」、
「非自制的」であるという側面
に着目する必要がある。
表 1

2.1.2

2 つのシステムの人間観の特徴と行動科学の関心領域1,2

論理への訴えかけが有効となる人間観

直感への訴えかけが有効となる人間観

完全合理的

限定合理的

自身の利益を最大にするための最良な行動を
常に取ることができ、そのために利用可能な
全ての情報を利用できる。

人間の認知能力や判断能力の限界から、合理
性は限られる。

利己的

社会的

自己利益を極限まで追求する。一見利他的に
見える振る舞いも、実は自己利益を狙う打算
的なもの。

自分の利益にならなくても社会のためになる
ことを進んで行う。

自制的

非自制的

一度決めたことは、誘惑に負けず必ず実行す
る。

目先の誘惑に負けて、問題を先送りしがちで
ある。

行動科学の代表的な理論

次に、行動科学の代表的な理論である、双曲割引、損失回避性について紹介する。
2.1.2.1 双曲割引

直感への訴えが有効となる人間観の下では、状況や時期に応じて割引率を高く見積もるバイアス
を持っており、特に近い将来の割引率を高く感じ、遠い将来は小さく感じるという特徴を有してい
る（双曲割引）3。
これを省エネ施策に応用して考えると、機器の初期費用は高いが将来の光熱費が安く、結果的に
投資回収が可能な省エネ型機器であっても、人間の直感として、近い将来を非常に大きく割り引い
て考えてしまう傾向があることと、限定合理的に一時的な価格の安さだけを勘案することで、従来
型機器を選択してしまうという状況がある。

1

第 1 回検討会,資料 2「省エネルギーと行動科学」（原典：小松秀徳・西尾健一郎（2013）「省エネ
ルギー・節電促進策のための情報提供における『ナッジ』の活用―米国における家庭向けエネルギ
ーレポートの事例」 電中研報告 Y12035.）.
2
赤枠内が、行動科学が関心としている人間観.
3
リチャード・セイラー（2016）
『行動経済学の逆襲』（遠藤真美訳）早川書房.
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2.1.2.2 損失回避性

直感への訴えが有効となる人間観の下では、利得と損失が同一金額であっても、利得よりも損失
に強く反応するという特徴を持っている。
損失回避性の省エネ施策への応用として、リチャード・セイラーは、「省エネ対策をすると、年
間 350 ドル節約できる」というメッセージを出す場合と、「省エネ対策をしないと年間 350 ドル損
をする」といういうメッセージの場合とでは、「損をする」というメッセージの方が効果的である
と指摘している4。
2.2

行動科学を応用したアプローチ「ナッジ（Nudge）」

行動科学の領域における代表的なアプローチ方法として、「ナッジ（Nudge）」がある。「ナッジ
（Nudge）」とは、広義の意味で「ひじでそっと突く、軽く押す」という意味であり5、行動科学の
分野における狭義的な意味は、
「選択を禁じることも、経済的な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」のことである6。
この「ナッジ」は、2017 年（平成 29 年）にノーベル経済学賞を受賞したアメリカ・シカゴ大学
のリチャード・セイラー教授らが提唱した、人々をより良い方向に行動を導くための行動科学的ア
プローチであり、近年、この手法が公共政策に積極的に活用されてきている。
2.3

ナッジを省エネ施策に活用する際に重要となる観点

ナッジの典型的な 6 つのアプローチと省エネ・節電促進策への応用例をを説明したものが表 2
である。
「インセンティブ」
、
「フィードバック」
、
「選択の体系化」
、
「マッピング」
、
「デフォルト」
、
「エラ
ーの予期」の 6 つのアプローチは、省エネ施策を検討する際の有効なアプローチの選択肢となる。
表 2

ナッジの 6 つの典型的アプローチ7

説明

例（省エネ・節電）

対応箇所

インセン
ティブ

顕著性の高い形で
動機づけをする

ピークタイム料金の
わかりやすい提示

価格インセンティブへ
の反応を高める設計

フィード
バック

結果をわかりやすく
伝える

電力消費実態の
見える化

選択の
体系化

選択肢が複雑な時には 節電対策メニューの
おすすめを絞り込む
提示

情報提供の効果を
高める設計

マッピング 選択と結果の対応関係 電気料金変更による
をわかりやすく示す
支払額比較
デフォルト 大勢の人がデフォルト 出荷時設定に
の選択肢を選ぶ
省エネモードを採用

エラーの
予期

ミスは起こりうると
前提して設計する

冷蔵庫の締め忘れ
通知機能

4

ミスや反応の限界を
前提にした設計

リチャード・セイラー, キャス・サンスティーン（2009）
『実践行動経済学 健康、富、幸福への
聡明な選択』（遠藤真美訳）日経 BP 社.
5
国広哲弥・堀内克明・安井稔（2002）
『プログレッシブ英和中辞典（第 4 版）』小学館.
6
リチャード・セイラー, キャス・サンスティーン（2009）前掲書.
7
第 1 回検討会, 資料 2「省エネルギーと行動科学」（原典：小松秀徳・西尾健一郎（2013）
「省エ
ネルギー・節電促進策のための情報提供における『ナッジ』の活用―米国における家庭向けエネル
ギーレポートの事例」, 電中研報告 Y12035.）.
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2.4

イギリス行動インサイトチームが提示したフレームワーク

イギリスの行動インサイトチーム（Behavioural Insights Team：BIT）8は、政策立案者向けに、人
の行動に影響を与える要因を 9 つ（Messenger、Incentives、Norms、Defaults、Salience、Priming、
Affect、Commitments、Ego（MINDSPACE））まとめ、行動科学を政策に応用する際のチェックリス
トとして活用するよう提示している。
また、行動インサイトチームは、MINDSPACE では説明できなかった人々の行動を促進する要因
として、Easy、Attractive、Social、Timely を 4 つの原則（EAST）も提示している。

（参考）
行動科学に関するフレームワーク MINDSPACE 【思考の特徴】
行動科学に関するフレームワーク（1）： MINDSPACE 【思考の特徴】
Who
作成者
ターゲット
ユーザー
Why
フレームワーク
作成の背景

自動的に影響を与える要因

• BIT（イギリス）

思索的プロセス（Reflective Process）
を経る要因

• 政策立案者
• 政策策定の際に、人の行動に影響を与える
要因を確認するチェックリストして活用しても
らうため

What
行動変容要因
When
How

フレームワーク
の使い方

我々は誰による情報配信かを重視する

Incentives

インセンティブに対する我々の反応は、損失回
避を強く望むような、精神的ショートカット
（Mental Shortcut）によって形成される
我々は他人の行動に強く影響される

Norms

• 人の思考に自動的に影響を与える要因、思
索的プロセス（Reflective Process）を経る要
因を基準とした9つの要因
• 下記政策プロセス（6Es）を実行中、行動変
容要因の確認が必要な際にMINDSAPCEを
参照する
1. Explore：行動科学の活用可能性を探る
2. Enable：国民にとって実行しやすい政策を
作る
3. Encourage：実行メリットを正しく理解させる
4. Engage：早い段階での参加を促す
5. Exemplify：変えたい行動に対して、新しく策
定する政策が模範例になるように取り組む
6. Evaluate：ファクトに基づいて評価する

Messenger

Defaults

我々は予め設定されているオプションにそのま
ま乗る

Salience
（顕著性）

我々は斬新なこと、自分自身と関連性がある
ものに興味を持つ

Priming

我々の行動は、時々潜在意識によって起こさ
れる

Affect

人との共感は我々の行動に大きな影響を及ぶ
人は社会的約束を守ろうとし、他人の行動に
報いる

Commitments

我々は自分自身に対して満足を感じられるよう
に行動する

Ego

出典：①BIT（2010）, MINDSPACE、②DEFRA（2011）, Framework for Sustainable Lifestyleを元にDTC作成
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図 1

MINDSPACE の概要9

（参考）
行動科学に関するフレームワーク EAST 【介入手法】
行動科学に関するフレームワーク（2）： EAST 【介入手法】
Who
作成者
ターゲット
ユーザー
Why
フレームワーク
作成の背景

人は既に設定されているデフォルトのオプショ
ンに従いやすい

• BIT（イギリス）

人は面倒と思われる要因が軽減されると行動
を変えやすい

Easy

• 政策立案者

人に配信するメッセージはシンプルにした方が
いい

• 前作のMINDSPACEで説明できなかった行
動変容の要因を新しく提示しつつ、よりシン
プルかつ覚えやすいツールを提供するため
Attractive

What
行動変容要因
When
How

フレームワーク
の使い方

• Easy, Attractive, Social, Timely

イメージ、色、メッセージのパーソナライゼー
ション等、人の注目を引くアプローチが効く
効果的な補償・制裁が与えられると行動を変
えやすい
同調性を感じさせる情報を与えると行動を変え
やすくなる

Social

繋がっている社会ネットワーク内の相互的サ
ポート、集団的行動によって行動を変えやすい

行動を変えると回りの人に宣言すると実行しや
すくなる

1. 政策を通じて達成しようとするゴールを明確
にする
2. 政策を適用する側、適用される側の両方の
観点で、政策実施における制約と機会につ
いて理解する
3. 1-2を踏まえ、EASTを参考に介入
（Intervention）を設計する
4. 実証実験（RCT）実施及び結果から得られ
た考察を政策に反映

メジャーなライフイベント（就学、就職、結婚等）
発生時は、普段より行動を変えやすい
Timely

人は今すぐ与えられる金銭的ベネフィットに影
響されやすい
将来の目標達成における予想障害要因を回
避できるよう、具体的な対策が提示されると目
標を達成しやすくなる

出典：BIT（2014）, EAST： Four Simple Ways to Apply Behavioural Insightsを元にDTC作成
21

© 2018. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

図 2

EAST の概要10

8

行動インサイトチーム（The Behavioual Insights Team: 以下 BIT、通称ナッジユニット)は、2010
年に英国内閣府の元に設立された、政策・政府のサービス改善に行動科学を応用する世界初の政府
機関である。2014 年 2 月には、英国政府と Nesta（イノベーション関連の慈善団体）とのパートナ
ーシップにより政府から独立した運営に移行しており、米国や豪州、シンガポールにも支部を持っ
ている。
9
UK Institute for Government（2010）MINDSPACE : Influencing behaviour through public policy.
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2.5

本検討会で扱う行動科学の概念と領域

本検討会では、都の政策に還元することを目的にしていることから、「規制的手法」、「助成的手
法」、
「情報提供」
、
「ナッジ」のすべての手法を扱い、都の家庭の省エネルギー対策に行動科学の知
見を活用できるよう検討する。
なお、2.1 の人間観のうち、本検討会で主に検討の範囲とするものは、直感への訴えや働きかけ
が有効となる人間観である。ただし、論理への訴えが有効となる人間観についても、本検討会では
扱うものとする。

規 制

助 成

罰則等により行動
に影響を与える手
法

補助金や褒賞金等に
より行動に影響を与
える手法

情報提供

人々が適切な情報に
アクセスできるよう
にする手法

ナッジ

文書やタイミング等を
微調整することで人々
の行動に影響を与える
手法

行動科学

図 3

本事業で扱う行動科学の概念図11

また、本検討会での議論にて挙がったキーワードや概念を基に、以下の 11 個のキーワードを便
宜的にまとめた。第 4 章、第 5 章では、以下のキーワードを用い行動科学的アプローチの種類を示
していく。
■本報検討会で議論に挙がった行動科学的アプローチのキーワード12
限定合理性、損失回避性、双曲割引、フィードバック、ゲーミング・シュミレーション、メッセン
ジャー、ソーシャル、アトラクティブ、デフォルト、イージー、タイムリー

第3章 東京都の家庭における CO２排出量の特徴
東京都の家庭における CO2 排出量の特徴を、住宅の建て方別世帯類型別 CO2 排出総量から見ると、
集合単身・若中年が 18%（内訳：中年が 10%、若年が 8%）と最も多く、次いで戸建夫婦と子・若
中年、集合夫婦と子・若中年世帯が各 14％となっている13。

10
11
12

UK The Behavioural Insights Team（2014）EAST : Four Simple Ways to Apply Behavioral Insights.
イギリス行動インサイトチーム資料（東京都訳）.
詳細は報告書第 2 章.
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第 4 章で提示する家庭での省エネルギー対策促進における課題と施策の考え方やアイディアにつ
いては、この排出構成を念頭に置く必要がある。

図 4

東京都の住宅の建て方別世帯類型別 CO2 排出総量の割合14,15

第4章 家庭部門での省エネルギー対策促進における課題と施策の考え方やアイディア
本章では、本検討会で各委員から意見があった、家庭部門での省エネルギー対策促進における課
題（現象と要因）及び課題に対する施策の考え方とアイディアの検討結果を示す。
なお、文章中の【】内は、行動科学的アプローチの種類を表している。
○ 検討対象とした主な機器
LED 照明・冷蔵庫・給湯器・太陽光発電システム
○ エネルギーの多消費や CO2 排出量の増加を引き起こしている現象
① 省エネルギー対策に係るもの
 買替時に省エネ機器が選択されていない
 古いものを使い続け、買い替えない
 家電を複数台所有している
 必要以上に大型の家電を所有している
 省エネ行動をしていない
② 再生可能エネルギー機器の導入に係るもの
 再生可能エネルギー機器が導入されていない
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ここでは、若年は 34 歳以下、中年は 35～64 歳と定義する。若年と中年の分離については、建て
方別単身世帯数割合がないため、建て方によらず世帯数割合は同じとみなしている。CO2 排出量は
建て方別に若年と中年で同じとして推定。
14
環境省「家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査（確報値）
」
（平成 28
年 6 月 30 日）から住環境計画研究所推定.
15
集合は長屋建てと共同を合計。ここでは若年は 34 歳以下、中年は 35～64 歳と定義する。若年と
中年の分離については、建て方別単身世帯数割合がないため、建て方によらず世帯数割合は同じと
みなしている。CO2 排出量は建て方別に若年と中年で同じとして推定。
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4.1

情報の不足・省エネへの知識の不足

○ 課題


省エネに関するわかりやすい情報やタイミングを得た情報提供が不足していることが、思
い込みでの省エネ行動等につながっている要因となっていると考えられる。



給湯器等は、機器購入時に省エネ型と在来型の種類があった場合、省エネ型の存在を消費
者が知らなかったり、販売者から提案を受けていない場合は、買替前に使用していた在来
型と同じタイプを選択してしまう傾向がある16。



環境・省エネへの意識の低さの背景には、省エネへの知識不足があると考えられる。



また、電力消費を示す W と使用時間を考慮した電力消費量を表す Wh との違いは、約 60%
の人が正しく理解しておらず、省エネのためにどのような機器をどのように使用したらよ
いかという判断ができていないと考えられる17。



消費者の中には、小型の家電の方が大型のものよりも省エネえであると考えている場合も
あり、知識不足により、省エネ行動をしていると消費者が考えていても、省エネ行動にな
っていない可能性もある。

○ 施策の考え方やアイディア


情報不足に対しては、機器が壊れる前に情報提供を行い、消費者に時間を掛けて事前に検
討してもらうことが、どの機器に対しても重要である。そのため、家電購入時以外のタイ
ミングとして、住宅の購入時やリフォーム時等に、機器の買替を提案したり、家電量販店
やマンション管理会社等からダイレクトメールを送付したりするなど、適切な機器選びの
アドバイスをすることが考えられる。【フィードバック、タイムリー】



家電の買替前後の消費電力量を一般的な傾向としてわかりやすく示した情報が必要であ
る。【イージー（マッピング）】



本来であれば機器を買い替えた際に、メーカー側がデフォルトを節電モードで出荷するこ
とが望ましいが、現実的には難しいと考えられる。そのため、機器の配送や設置時に、配
送・設置事業者からリーフレット等を活用して情報提供を行うことができれば、使用開始
時から省エネ行動ができると考えられる。
【フィードバック、タイムリー】



情報提供の手段として、ビジュアル（動画含む）の活用も考えられる。【イージー】



現在の HEMS の多くは、住宅全体の消費電力量を把握するものになっているため、将来的
には、エネルギー消費量の見える化を個別機器にて行うことも、効果が大きい省エネ対策
を見落さないようにするには重要である。
【フィードバック】



省エネに対する知識不足は、広く消費者全体がターゲットになるが、特に小中学校への出
前授業や大学教育等で理解を促していく必要がある。特に大学生は、近い将来、自分で住
宅を買ったり、自分で機器を買う世代であり既に電気代を自分で払っている人がいる。ま
た、省エネは、何かしらの大学生自身の専門性とも結びついており、興味を持ち理解でき
る。
【アトラクティブ】


16
17

省エネ行動を提示するパンフレットに、ベンチマーク（表 3）として、戸建・集合・世帯

第 3 回検討会, 資料 2-2「天野委員プレゼン資料」.
第 2 回検討会, 資料 2-2「山川委員プレゼン資料」.
9

人数別に電気やガスの使用量（kWh、㎥）を提示するだけでなく、電気料金やガス料金に
換算してわかりやすく伝えることも可能である。
【フィードバック、イージー】
表 3 家庭の省エネベンチマーク18



身近な周囲との比較という点で、「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。【イージー、
ソーシャル】



「家庭の省エネアドバイザー制度」として、各家庭に即した省エネ対策をアドバイスする
際には、提案するアドバイスを絞り込む、損を強調したメッセージとする。
【損失回避性、
イージー】

4.2

環境・省エネへの意識の低さ

○ 課題


環境意識の低い層は、一時的な値段の安さで家電の購入や住居の選択をしてしまう。



意識不足は家電購入時の省エネ型の選択に至らない要因でもある。家電購入時において、
販売店側が省エネ型製品を進めたいと考え商品にポップ等を提示しても、消費者のニーズ
に沿わなければ省エネ型を勧めることができない19。



環境や省エネへの意識について、
「気候変動とエネルギー」がテーマとされた 2015 年（平
成 27 年）の世界市民会議の結果20では、日本は世界全体と比較し、気候変動を「とても心
配している」と回答した割合が顕著に少なく、気候変動問題を意識しているが、危機意識
や実感は低い傾向にあると考えられる。また、気候変動対策は、世界では「生活の質を高
める」と回答する割合が高いが、日本では「生活の質を脅かす」と回答している割合が多
く、省エネ対策のイメージは、昔の生活様式や我慢をする対策など、不便さを想起させる
ものとなっている。

○ 施策の考え方やアイディア

18

東京都環境局「家庭のエネルギー消費動向実態調査（平成 26 年度実施）
」.
第 2 回検討会, 資料 2-3「髙橋委員プレゼン資料」.
20
科学技術振興機構（2015）
「World Wide Views on Climate and Energy 世界市民会議『気候変動とエ
ネルギー』 開催報告書」.
19
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環境や省エネへの意識の低さに対しては、省エネに関するゲーム等（「省エネ行動トランプ」
や「エコな住まい方すごろく」）を用いることで、他者の視点から省エネ問題を捉え返すこ
とにつながり、意識を向上させることが可能と考えられる21。
【ゲーミング・シュミレーショ
ン、アトラクティブ、ソーシャル】



他の多くの人も行動しているという社会規範性に訴える普及啓発の実施。
【ソーシャル】



情報の提示方法を、得をするというよりも損をするという伝え方で実施する。
【損失回避性】



省エネに対してネガティブなイメージを持っている人に対して、省エネを前面に押し出さな
いアプローチ方法を検討することが考えられる。
【アトラクティブ】

4.3

買替時に省エネ型機器が選択されていない（冷蔵庫・高効率給湯器）

○ 課題


2.1.2 で示したように、買替時に省エネ型機器が選択されていない現象の要因としては、機
器の初期費用は高いが将来の光熱費が安く、結果的に投資回収が可能な省エネ型機器であ
っても、人間の直感として、近い将来を非常に大きく割り引いて考えてしまう傾向（双曲
割引）があることと、限定合理的に一時的な価格の安さだけを勘案し、従来型機器を選択
してしまうという状況がある。

○ 施策の考え方やアイディア


家庭が冷蔵庫などの省エネ機器を導入する際に、必要な初期費用を金融機関などが立て替
えし、省エネ機器の導入によって節約した電気代相当額を月々の実際の電気代と一緒に支
払うことで、機器代を返済していく「電気代そのまま払い22」の仕組みを導入することで、
初期費用の準備がハードルとなり、買替に至らない人へ買替を促すことにつながる。【限
定合理性、双曲割引】

21

第 3 回検討会, 資料 2-1「杉浦委員プレゼン資料」.
科学技術振興機構（JST）
・東京大学大学院工学系研究科（2014）
「『電気代そのまま払い』の実現
に向けた枠組み作りを提案～くらしからの省エネを進める政策デザイン研究報告～」.
22
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図 5 「電気代そのまま払い」の仕組み23

4.4

買替時に省エネ型機器が選択されていない（冷蔵庫・若年単身）

○ 課題


買替時に省エネ型機器が選択されていない中でも、特に若年単身世帯を想定すると、意識の
低さや知識の低さが要因である。

○ 施策の考え方やアイディア


若年世帯は、自分で持ちたいという欲求が少ないとも考えられ、例えば家電販売店や生協
等で家具や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も可能性がある。
【イージー（選択の体系化）
、デフォルト】



大学生が上京してきた際に大学側や大学側と連携した業者が住宅を紹介したりしている
場合があれば、性能のよい家電をセットで紹介したり、ビルトインのアパート等の斡旋も
あり得る。
【イージー（選択の体系化）
、デフォルト】



大学入学時やその後数年間の家電購入の際に、親に相談したり、親が選ぶ場合が約 46%で
あることから24、親世代への訴求も効果的と考えられる。

○ 実証実験からの示唆25

23

独立行政法人科学技術振興機構（2017）
「低炭素社会戦略センター低炭素社会の実現に向けた技
術および経済・社会の定量的シナリオに基づくイノベーション政策立案のための提案書 技術普及
編 家庭の省エネ促進と省エネ価値市場の創成のための政策パッケージデザイン『電気代そのまま
払い』の実現とグリーンパワーモデレータ（GPM）の創出」.
24
公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター（2017）
「省エネ行動に
関わる単身若年層の生活実態調査」.
25
本項の詳細は、第 4 回検討会, 資料 1-3「単身①：大学新入生向け省エネ家電購入促進実証結果
報告（速報）」のとおり.
12



大学入学時等の一人暮らしを始める際には、家電のセット商品を購入する割合が高いと
考えられる。また、購入時には親が関与している割合も多いと考えられる。
そこで、一都三県に一人暮らしの大学生を子供に持つ親を対象にインターネットモニタ
ー調査を実施し、家電のセット商品をデフォルトで省エネ型家電とすると、省エネ型家電
が選ばれる割合が高くなるかどうかを実証した。
調査では、ベッド・洗濯機・冷蔵庫の 3 種類を「新生活はじめてセット」のチラシとし
て提示し、購入したい商品パターンを選択してもらった。「新生活はじめてセット」とし
て、介入群にはデフォルトで省エネ型の冷蔵庫をセットとして組み込み、対照群はデフォ
ルトで非省エネ型冷蔵庫をセットとして組み込み、それぞれオプションで非省エネ型、省
エネ型に変更可能な状態とした。
アンケート調査結果からは、介入群では、省エネ型冷蔵庫の選択率は 76%、対照群では
30%となり、介入群の方が 46%ポイント省エネ型冷蔵庫の選択率が高かった。また、実際
に子供の一人暮らしの準備の際に利用した家電の購入先は、家電量販店が最も多く、大学
生協は 5%程度であった。
これらのことから、デフォルト化による効果が確認された一方、大学生協は一人暮らし
時の家電購入先としてはほとんど選ばれておらず、家電量販店での新生活セットなどに応
用できれば、CO2 削減効果が期待できると考えられた26。

1-3. 提示した情報（2）
JYURI

条件によって「基本セット（＝デフォルト）」に含まれる冷蔵庫の種類を入れ替えて提示した。
また、セットの価格にはデフォルトの冷蔵庫の価格差を反映させた。
基本セット構成品

こちらに変更も可能です

介入群チラシ
（省エネ型冷蔵庫がデフォルト）

対照群チラシ
（非省エネ型冷蔵庫がデフォルト）

図 6

© 2018 Jyukankyo Research Institute Inc.

6

「新生活はじめてセット」として提示したチラシ

4.5

買替時に省エネ型機器が選択されていない（高効率給湯器）

○

課題

26

今回調査では、大学生協での購入割合は 5%となったが、調査対象者が変われば上昇する可能性
もある。
13



給湯器の買替においては、67%の消費者が機器に不具合が発生してから買替を検討する27た
め、限られた時間の中で十分な検討ができなかったり、初期費用の高さが要因となって高
効率機器が選択されていないと考えられる。



高効率給湯器は、ほとんどの消費者は日常生活において給湯器を意識しておらず、壊れて
もどこにあるかさえもわからないというケースも多くある。壊れたら業者を呼び、ほぼそ
の日のうちに機器を決定するため、検討時間が短い。



機器を決定する際、給湯器の販売チャネルは様々あるが、チャネルによっては説明があま
りなされないケースもある。



賃貸物件の給湯器は物件オーナーが購入するが、ランニングコストは物件オーナーにとっ
てはメリットがなく、買替インセンティブが働きづらい。

○ 施策の考え方やアイディア


購入を思い立った瞬間からの情報提供では遅いため、販売チャネルを消費者に広く検討し
てもらう意味で、購入を思い立つ前や機器が壊れる前時点での情報提供を行う。【タイム
リー】



給湯器の購入選択行動に関しては、経済的インセンティブが最も重視されるため、損失回
避性を意識した商品案内が重要である。【損失回避性】

4.6

再生可能エネルギー機器が導入されていない

○ 課題


再生可能エネルギー機器は、比較的価格が高いことに加え、事業者選定や製品選定にも手
間がかかるため機器が普及しないと考えられる。また同様の理由で、再生可能エネルギー
由来電力を扱っている小売電気事業者へのスイッチングも進まないと考えられる。



単身世帯は電力使用量が少ないため、小売電気事業者を再生可能エネルギーが多い事業者
へスイッチングしても、メリットや効果が少ない。

○ 施策の考え方やアイディア


自治体が、価格交渉の仲介サイト運営事業者と連携し、消費者を束ね、バーゲニングパワーを
活用することでグループ購入を促し、再生可能エネルギー由来の電力や太陽エネルギー機器の
導入を促進する。
【イージー（選択の体系化）
、デフォルト】


単身世帯も仲介サイト運営事業者が束ね交渉することで、バーゲニングパワーが働く可能
性がある。さらに、参加世帯の電力使用量のデータ解析を行うことで、最適な料金体系メ
ニューを仲介事業者が電力会社に提案したり、消費者の省エネ行動に結びつける。【イー
ジー（選択の体系化）、フィードバック】

27

西尾健一郎・大藤健太・元アンナ（2013）
「既築住宅における給湯器交換の傾向分析 2010 年に
交換を経験した居住者へのアンケート調査から」日本建築学会環境系論文集, 第 78 巻 第 691 号,
pp.711-718.
14

4.7

古いものを使い続け買い替えない（冷蔵庫・LED 照明）

○ 課題


買替時に高効率機器が選択されていない以前に、古いものを使い続け買い替えないという
現象もある。これには省エネに対する知識不足や、家電製品を長く使うことが環境に良い
という「もったいない意識」があると考えられる。



特に「もったいない意識」は、従来からのやり方を変えることへの抵抗である「惰性」が
背後の要因としても考えられ、「もったいない意識」は、特に高齢者において強いと考え
られる。高齢世帯の「もったいない」、
「捨てられない」という考え方は、人生そのもので
あることもあり、この価値観の中で省エネを訴えると、省エネ型の機器を購入するという
行為ではなく、エネルギーそのものを利用しないという行為を選択する場合がある。それ
が例えばエアコンの場合は、健康とのトレードオフが生ずる可能性もある。

○ 施策の考え方やアイディア


「もったいない意識」には、まず買替そのものに消費者に意識を向けてもらうことが重要
である。
【イージー】



目に見えないエネルギーも「もったいない」という認識をしてもらう取り組みが重要であ
る。
【アトラクティブ】



古い冷蔵庫を探せコンテストを実施し、古い冷蔵庫から新しい冷蔵庫に買い替えるメリッ
トを認識してもらう。ただし、その際は、一過性のキャンペーンで終わらず、波及性があ
る取組にしていく必要がある。【アトラクティブ、イージー】



集合住宅の場合、居住環境が同一であり、共有部分、専有部分、設備機器、経年変化が同
一であるため、集合住宅に向けてLED照明の導入を促進するとよい。
「情報伝達の効率性」
、
「情報共有のスピード性」も期待できる。
【デフォルト、イージー（選択の体系化）
】

4.8

省エネ行動をしていない

○ 課題


省エネを行っていない人の中で、意識や知識があっても、「手間がかかる・面倒」という
人が 3 割程度いる28。また、冷蔵庫を弱、中モードにしたり、テレビの輝度を低く設定す
る方法がわからないということもある。

○ 施策の考え方やアイディア


将来的に、家電に AI が搭載されることで、各家庭の使用状況にあわせて消費電力量が最
適化されよう自動制御される可能性があるが、それに加えて、将来的に消費者に省エネを
重視する価値観が広く認められれば、製品の出荷時や設置時にデフォルトで節電モード
（例えば、冷蔵庫の弱や中モード）として設定することも考えられる。
【デフォルト】

28

第 2 回検討会, 資料 2-2「山川委員プレゼン資料」.
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○ 実証実験からの示唆①単身世帯29


人々の行動に影響を与える要素として、情報配信者が誰であるか（Messenger）や情報の
斬新さあるいは自分との関連性（Salience）、そして、感情的つながり（Affect）を挙げるこ
とができる30。
これらを、省エネ行動をしていない若年層へのアプローチとして応用すると、若年層は
SNS等のソーシャルメディアで影響力の高いインフルエンサーから（Messenger）
、共感し
やすい情報（Affect、Salience）を配信されることで、行動が変容する可能性があると考え
られる31。そこで、ソーシャルメディアのInstagramを活用してインフルエンサーからの情
報配信による若年単身世帯の省エネ行動の促進可能性について調査した。
調査では、省エネ情報を一切配信しない対照群、省エネ情報を単に紹介する介入群B、
省エネ情報を対象者の共感を呼ぶ内容に書き換え紹介した介入群Aの3つを設定し、「節水
シャワーヘッドの購入」、「LED照明の購入」、「エアコンの扇風機併用利用」の3つの省エ
ネ行動の実施率について事前事後評価を行った。
結果、節水シャワーヘッドの購入については、情報発信後に介入群Aの実施率が向上し、
対照群との有意差が認められた32。一方で、LED照明の購入やエアコン扇風機の併用利用
は対照群と介入群との有意差は認められず、その要因としては、LED照明の普及率や調査
時期の影響が考えられた。
今後の施策化にあたっては、若年単身世帯はECサイト利用率も15%と高いことから、EC
サイト等に対するインフルエンサーマーケティングへの適用可能性の検討が考えられる。

○ 実証実験からの示唆②家族世帯33



家族世帯への省エネ行動を促進する施策を検討するため、家族世帯の中でも子育て世帯
に着目し、子育て世帯に親和性の高い媒体でのチラシ配信を通じた省エネ行動の促進可能
性について調査した。
調査では、、省エネ行動に関するチラシを、
「単に省エネ行動の方法を紹介するパターン」
と、「損失回避性や機会費用を強調したり、比較情報、社会規範を活用したりしたパター
ン」との2種類を作成・配信し、省エネ行動実施率を、対照群と介入群とで比較評価した。
チラシは、入浴、LED照明、冷蔵庫の3種類の省エネ行動についてそれぞれ2パターンずつ
作成した。
結果、2群の間には顕著な有意差が見られなかったものの、共働きかつ子供2人以上の世
帯を対象とした場合、冷蔵庫の設定温度調整の実施率について、介入群が対照群を12%ポ

29

本項の詳細は、第 4 回検討会, 資料 1-3「単身②：ソーシャルメディアによる若年単身向け省エ
ネ情報配信実証結果報告（速報）
」のとおり。
30
UK Cabinet Office Institute for Goverment（2010）MINDSPACE:Influencing Behaviour through public
policy.
31
インフルエンサーマーケティングは、Messenger と Salience の要素として考え、省エネ情報の配
信内容の差異は、Affect として考えた。
32
介入群 A と対照群の差異は、Affect 、Messenger、Salience の全要素。ここでの実施率は、実施
したと対象者がアンケートに回答した割合。
33
本項の詳細は、第 4 回検討会, 資料 1-5「家族：電子チラシサービスによる家族世帯向け省エネ
情報配信実証結果報告（速報）
」のとおり.
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イント上回った34。これは、共働きで子供2人以上の世帯は多忙であることから、対策が簡
単であることを強調したメッセージが有効に寄与した可能性がある。
また、今回の調査からは、子育て世帯といっても、時間の使い方や経済的状況が様々で
あり、消費者の特徴の違いにより、ナッジが有効となる場合とそうでない場合があること
が確認されたことから、戸建や共働きなど、属性別にアプローチしていくことが重要であ
ると示唆された。
3-2. 省エネ行動実施率の比較（属性別分析）冷蔵庫
JYURI

•
•
•

共働き、かつ子供2人以上を対象とした場合、介入群の実施率は対照群に比べ約12.4％ポイ
ント高く、統計的にも有意な差がみられた。（T=2.17, p =0.030）
本行動の実施阻害要因として「面倒・手間」が最も多く挙げられていた。
共働きで子供2人以上の世帯は多忙であることから、対策が簡単であることを強調したメッ
セージが有効に寄与した可能性がある。

冷蔵庫（共働き かつ 子供2人以上）
冷蔵庫の温度調整
64%

60%

61%

*
12.4%
ポイント

49%

介入群
(n=169)

対照群
(n=140)

介入群
(n=164)

片働き

共働き

※当該機器を保有していない、あるいは普段使っていない回答を除外して集計
†: p < .10, *: p < .05, **: p < .01, ***: p < .001

図 7

対照群
(n=140)
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介入群に配信した冷蔵庫のチラシの例と省エネ行動実施率の比較

第5章 まとめ：具体的対策への応用に向けて
本章では、対策を具体的に実施する際に確認すべきことと家庭の省エネルギー対策への応用例に
ついて示しまとめとする。
5.1

具体的対策を実施する際に確認すべきこと35

行動科学を対策に組み込む場合、次の点を満たしているかを確認すべきである。
□ アプローチの手法がしっかりとしたエビデンスに基づいているか
□ どのような行動を採るのかの最終的な選択肢を、消費者側に残す設計となっているか
□ 役立つ可能性が最も高く、害を加える可能性が最も低い手法を採っているか
□ 消費者保護の観点などから適正な情報提供となっているか
5.2

家庭の省エネルギー対策への応用

これまでの検討会での議論を踏まえ、家庭の省エネルギー対策における行動科学の知見を活用し
たアイディア例を 17 案提案する。都内各自治体等において具体化を図っていく上では、費用対効

34
35

ここでの実施率は、実施したと対象者がアンケートに回答した割合。
詳細は報告書第 5 章.
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果や複数の提案内容を組み合わせること等を検討するとともに、各種ステイクホルダーへの働きか
けを行うなど、より効果的な対策を構築されることを期待する。
≪アイディア例一覧（17 案）≫36
○行政が主体となって実施する対策
（1）広報物への行動科学の活用（本編 P.33 参照）
（2）インフルエンサーを活用した普及啓発（本編 P.35 参照）
（3）広報誌や地域紙等に著名人等を活用した省エネ啓発（本編 P.36 参照）
（4）普及啓発イベントや託児所等での行動科学の積極的な活用（本編 P.37 参照）
（5）古い冷蔵庫を探せコンテストの実施（本編 P.39 参照）
（6）小学生を対象とした家電の買替を促進する新聞コンテストの実施（本編 P.40 参照）
○行政が調整役となって事業者に働きかける対策
（1）「電気代そのまま払い」の普及促進（本編 P.41 参照）
（2）節水シャワーヘッドへの効果的な交換促進（本編 P.43 参照）
（3）集合住宅における家電量販店と連携した家電の買替促進（本編 P.44 参照）
（4）集合住宅における高効率給湯器への買替促進（本編 P.45 参照）
（5）集合住宅共用部の照明を LED 照明へ更新させるための効果的なアプローチ（本編 P.46 参
照）
○行政が事業者と連携して実施する対策
（1）家電等の配送・設置事業者による情報提供（本編 P.47 参照）
（2）不動産事業者と連携した家電買替促進（本編 P.48 参照）
（3）各種ステイクホルダーと連携した省エネ家電セットの販売（本編 P.49 参照）
（4）不動産事業者とデフォルトを活用した連携（本編 P.50 参照）
（5）太陽エネルギー利用機器のグループ購入の促進（本編 P.51 参照）
（6）再生可能エネルギー由来電力へのグループスイッチングの促進（本編 P.52 参照）

36

詳細は報告書第 5 章.
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≪アイディアの一例：集合住宅における家電量販店と連携した家電の買替促進≫
課題

【省エネ型機器への買替が進まない】
【情報の不足・省エネ知識への不足】

活用する行動科学の知見

タイムリー、メッセンジャー、損失回避性

概要
分譲した時期が同じ集合住宅においては、冷蔵庫の使用期間も他の世帯と類似している可能性
が高い。そこで、都内自治体がマンション管理会社や家電量販店等と連携することにより、各家
電の使用期間が一定程度経過したタイミングで、ダイレクトメールやチラシ等で買替のメリット
を分かりやすく伝えると共に、家電量販店のセール情報を提供することが効果的である。
しかし、マンション管理会社や家電量販店にとってのメリットや役割分担等については、不明
確な部分が多いことから、実証実験等で検証を行っていくことが重要である。

集
合

DM・チラシ
の送付

マンション管理会社

住
宅

連携

仲介手数料

スキーム構築
のサポート

行
政

住
民

家電量販店

図 8 マンション管理会社と家電量販店が連携するスキームの例

図 9

マンション管理会社から送付するチラシのイメージ
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5.3

おわりに

都内の家庭部門における省エネルギー対策を効果的に進めていくためには、集合住宅が住宅構成
の７割を占めていること、単身世帯の割合が高いこと等、都の特徴を踏まえ、都民一人ひとりの省
エネルギー行動を促していくことが求められる。
今回の検討会では、全５回の議論を通して、こうした都の特徴も踏まえつつ家庭部門における省
エネルギー対策に係る課題やアイディアを整理し、都内各自治体等において具体的対策に応用が可
能と考えられる、様々な行動科学の知見を活用した対策を提案した。
現在、環境省が主体となり、産学官連携の日本版ナッジ・ユニット（BEST：Behavioral Science Team）
が設置され、地域の自治体・企業等との連携による新たなビジネスモデルをどのように構築するか
についての議論が活発になってきている。また、国内の自治体等においても、行動科学を省エネル
ギー対策に取り入れようとする動きが出てくるなど、日本全体で行動科学の活用が始まってきてい
る。
こうした中、今回取りまとめた本検討会の報告書では、行動科学の概念を整理した上で、行動科
学の知見を家庭部門における省エネルギー対策に具体的に活用した例を提案しており、国や他の自
治体等にとっても非常に有益なものであり、日本全体の省エネルギー対策の底上げに大いに貢献す
るものと考える。
また、今回、都が実施した実証実験は、我が国の自治体において家庭部門の省エネルギー対策と
しては初めて、行動科学的アプローチを用いてランダム化比較対照実験を行ったものであり、情報
提供方法に改善余地があることを明らかにした内容となっている。今後、他の自治体において省エ
ネルギー対策を進める場合においても、今回の都の実証実験のように、効果的な手法を見極め、改
善を図るという取組を行うことは重要であり、こうした取組が広がっていくことにより、更に効果
的な気候変動対策が普及拡大していく好循環を生み出すことにつながっていくものと考える。
今後、東京都においては、今回の報告書で提案した対策の具体化に向けた検討を進められるとと
もに、都内の各自治体等に対しても、本報告書の積極的な周知を図られるなどして、行動科学の知
見が都内における家庭部門の省エネルギー対策へ活用されるよう取り組んでいかれることを期待
する。
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