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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、定刻になりますので、ただいまより第４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」を開催させていただきます。 

 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、松橋座長、以降の進行をお願いいたします。 

○松橋座長 本日でございますが、お忙しい中、本当にありがとうございます。 

 本日は、前半で実証事業の御報告をいただく予定になっておりまして、その後、検討会の

報告書の骨子について意見交換をさせていただく時間をとってございます。 

 本日も大変盛りだくさんということで、早速議事の内容に入ってまいりたいと思います。 

 まず、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 本日は資料が大変多くございますので、資料の確認をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料をご覧ください。 

 本日は、 

 資料１－１ 実証実験の実施趣旨について 

 資料１－２ 実証実験の概要（デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 

 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）（住環境

計画研究所） 

 資料１－４ 単身②：ソーシャルメディアによる単身若年向け省エネ情報配信実証結果報

告（速報）（デロイトトーマツコンサルティング合同会社） 

 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）（住環境計画研究所） 

 資料１－６ 実証成果の施策への適用可能性の検討（デロイトトーマツコンサルティング

合同会社） 

 資料２ 平成29年度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

骨子案 

 参考資料１ 第３回検討会議事録 

 参考資料２ 東京都の家庭の省エネルギー施策について（抜粋版） 

 そして、東京都の事業のパンフレット等を配付してございます。 

 なお、参考資料２につきましては、第１回検討会の資料４を抜粋した資料でございますの
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で、総合討論の際に適宜参照していただくために御用意させていただいたものですので、今

回、内容の御説明は省略させていただきます。 

 資料について、不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、松橋座長、お願いいたします。 

○松橋座長 資料はお揃いですね。よろしいですか。過不足等はございませんね。 

 議事次第の中身に入ってまいりたいと思います。議事次第の「（１）実証事業の結果報告」

に入ってまいりたいと思いますが、先ほど御紹介いただいたように、沢山の種類の資料がご

ざいます。いずれにしても、その中身につきまして、東京都から、まずは実証実験の趣旨に

ついてお話をいただいて、それに続きまして、実証事業の受託事業者から内容についての御

報告をいただくということでございます。 

 実証実験は３件あります。まずは３件まとめて御報告をいただくということでございます。

35分程度の時間をとっております。その後、今度は討論の時間を30分程度とっておりますの

で、まとめて色々な御意見、東京都がこれから新規施策をとることにつきまして、何かそれ

につながっていくようなアイデアがございましたら、ぜひ御意見を賜ればと考えております。 

 まず、実証事業の趣旨について、東京都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、お手元の資料１－１「実証実験の実施趣旨について」

をご覧ください。行動科学を活用した研究成果には、欧米や日本国内において様々な事例が

ございますが、それらの成果をそのまま都の施策で活用したとしても、同様の効果が得られ

るかは不明でございます。そのため、実際に検証していくことが必要でございます。今回の

実証実験により、都民の行動特性に合ったアプローチ方法を調査いたしました。 

 実証実験を行う際には、都内の家庭部門におけるCO2排出量を多く出すセグメントとして、

「単身若年世帯」及び「夫婦と子供からなる世帯」が比較的大きな影響を与えていることか

ら、この２つのセグメントを対象として第４回の検討会に結果報告できることを主な条件と

して、事業者を募集いたしました。 

 その結果、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、凸版印刷株式会社の４社が共同実施することとなり、昨年11月か

ら合計３件の実証実験を開始して、12月中に実証を完了したものでございます。 

 本日は、その結果を事業者から速報として報告していただきますので、その成果をもとに、

都の施策にどのように還元していくべきかについて御議論いただければと思います。 

 説明は以上です。 
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○松橋座長 ありがとうございます。 

 それでは、早速ですけれども、今、御説明のあった事業者から、３件の実証事業につきま

して、まとめて御報告をいただきたいと思います。 

 順番にお願いいたします。後ろですね。よろしくお願いします。 

○デロイトトーマツコンサルティング（丹羽） ただいま御紹介にあずかりました住環境計

画研究所とデロイトトーマツコンサルティング合同会社及び凸版印刷、早稲田環境研究所の

４社が今回、共同で御提案させていただいた事業者でございます。 

 まず、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に資する実証実験の速報と

いう位置づけで御説明させていただきたいと思います。 

（PP） 

 背景と課題につきましては、先ほど御説明いただきましたとおりですので、割愛させてい

ただきますけれども、今回、目標としましては、家族構成の色々な特徴に適した東京都版行

動変容モデルを構築することです。それを踏まえまして、今回は実証として３パターンをや

らせていただきましたけれども、その成果を踏まえ、都ならではの出口戦略の提案というこ

とで、そのまま適用する及び何らかの要素を抽出して都の政策に反映するといったことも検

討させていただいております。 

（PP） 

 続きまして、本調査の概要に移らせていただきます。 

（PP） 

 今回、３つの実証実験をやらせていただきました。単身向けと家族向けということで、ラ

イフスタイルに沿って説明させていただきますと、１つ目は、大学新入生向けの省エネ型家

電の購入促進実証、２つ目がソーシャルメディアによる単身若年世帯向け省エネ情報配信実

証、３つ目が家族向けですけれども、電子チラシサービスによる家族世帯向け省エネ情報配

信実証であり、おのおの対象としている省エネ行動も個別に変えております。こちらについ

ては、個別に別途御説明させていただきます。 

（PP） 

 こちらに関しまして、概要図、実証のイメージを書かせていただいておりますけれども、

既に省エネレポートといったものに関しましては、色々な実証事業をやられておりまして、

その効果がある程度見えてきています。今回はTouch Pointを若干変えておりまして、このよ

うに大学生協及びソーシャルメディア及び電子チラシといったものに対しまして、おのおの
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行動科学を活用して、どの程度の効果が出るかといった検証を行うために実証を実施させて

いただいております。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 以降、時間が限られていますので、この資

料を３分ぐらいで御説明させていただきます。 

（PP） 

 調査結果のサマリーですが、全ての実証において、行動科学の適用による省エネ効果が確

認できました。こちらは電力データを使った結果ではなくて、アンケート調査を使った結果

となります。 

 こちらなのですが、近年注目されておりますEBPM(エビデンスに基づく政策形成)に対応で

きるように、効果検証の結果については、効果が出ていないものも含めて、この後の資料で

できる限り価値のある結果と位置づけて、ありのままに公表しております。ただ、ポリティ

カル・コレクトネスといった問題があるようなものについては事前に検討しまして、非公表

としています。 

（PP） 

 続いて、実証のデザインに関してご説明します。 

（PP） 

 こちらもEBPMという観点で、エビデンスレベルを高めることができるように、介入群、介

入を行わない対照群の条件をできる限り同一にすることによって、できる限り行動科学によ

る影響を確認できるようにした上で効果検証を行っております。 

 実証デザインを今回行う上で、本実証の成果が都の施策に適用可能な結果として取りまと

められるように設計を行っておりますけれども、今回は事業上の様々な制約がございました

ので、十分なサンプル数を確保するということを優先しております。ですので、モニターの

居住地は都に限定せずに実証を行っております。ただ、単身世帯であることと、家族世帯で

あることについては制約条件として分析を行っております。この点に関しましては、後ほど

コメント等をいただければと思います。 

（PP） 

 実験手法に関しては、ランダム化比較対照実験(RCT)、傾向スコアマッチング手法を用いて

おります。 

（PP） 

 こちらに関しては書いてあるとおりですので、一旦説明を割愛させていただきます。 
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（PP） 

 続いて、実施方針です。 

（PP） 

 先ほど２つの目的を述べました。モデルの構築をすること、出口戦略を提案することとい

う２つです。これに関して、資料１－３から１－５で、Step.1とStep.2を御説明いたします。

その上で、Step.3として 後にすごく短くなりますが、３分ぐらいで実証成果の施策への適

用可能性の検討結果を御説明させていただきます。 

（PP） 

 Step.1省エネ効果の検証方法に関しては、こちらに書いてありますとおり、費用対効果の

分析まで行っております。 

（PP） 

 続いて、Step.2になりますが、省エネ効果の向上策の考察方法です。こちらは例えば単身

①の場合ですと、家電の購買決定要因を分析しておりまして、本当に生協をTouch Pointとし

てよかったのだろうかという観点で考察を行っております。 

（PP） 

 後に実証結果を踏まえてモデルの施策への適用案を範囲１から範囲３まで検討しており

ます。範囲１が実証モデルを施策へどう適用するか。範囲３が冒頭にございましたけれども、

新規施策のアイデアをまとめてございます。 

（PP） 

 続いて、資料１－３を住環研から説明いただきます。 

○住環境計画研究所（小林） 住環境計画研究所の小林と申します。よろしくお願いいたし

ます。実証の１件目、大学新入生向け省エネ家電購入促進実証の結果報告をさせていただき

ます。資料は右肩１－３となっております。初めに、スライド３ページ目で本実証の背景と

概要について説明いたします。 

（PP） 

 東京都の大学には、毎年多くの大学生が入学を機に一人暮らしを始めております。彼らの

多くは一人暮らしを始める際に、新たに一人暮らし用の家具や家電を購入し、大学生活の期

間中使い続けることになります。しかし、大学の合格が決まってから一人暮らしを始めるま

での期間の短さ、何より省エネ型製品への購入意欲の低さから、省エネ型製品を意識的に選

択し、購入するという環境が整っていないとも言えます。 
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 そこで、本実証では、これから新生活を始める学生に対して、ナッジの一つであるデフォ

ルト、初期設定を用いますことで、省エネ型製品の選択率を向上できるのではないかという

仮説に基づき、実証を行いました。検証方法としては、冷蔵庫のデフォルト商品の異なる２

種類のセット商品のチラシを用意し、チラシを見せたときの省エネ型冷蔵庫の選択率の違い

を比較いたしました。 

（PP） 

 続きまして、４ページは実証実験の概要となります。本来でございましたら、大学新入生

の家電購入が始まる時期に店頭などで実証を行うことが望ましいのでございますが、実証期

間の都合上、今回はインターネットモニターによるアンケートを用いることで検証を行いま

した。実験手法はRCTを用いまして、アンケート対象者をランダムに介入群、対照群に振り分

け、それぞれのチラシを見せた際の省エネ型冷蔵庫の選択率を測定しております。 

（PP） 

 ５ページをご覧ください。具体的には、アンケート回答者に対して、子供の進学時に家電

や家具をこのセットの中で購入しなければいけないという仮想シナリオを提示いたしまして、

スライドに載せておりますチラシを提示し、商品を選択するということになっております。

今回のチラシにおいては、ベッド・洗濯機・冷蔵庫の３種類に基本セットとオプションの製

品を用意し、どちらかを選べるようにしております。 

（PP） 

 次に条件間でのチラシの中身の差になります。条件間で変えた部分は、冷蔵庫の商品の種

類になります。介入群では省エネ型で価格の高い冷蔵庫、対照群では省エネ型ではなく価格

の安い冷蔵庫を基本セット、つまりはデフォルトに設定しております。また、この２つの商

品は、価格に6,800円の差がございまして、これは年間の消費電力量に基づくランニングコス

トを考慮すると、３年半以上で省エネ型冷蔵庫のほうがトータルコストで逆転するような設

定になっております。しかし、今回のチラシではそのようなコストが逆転するということは

強調せず、あえて基本セットに載せるというデフォルトだけを使用して、選択率がどう変わ

るかを確認いたしました。 

（PP） 

 続きまして、８ページにモニターの概要を載せております。 

（PP） 

 一都三県で一人暮らしをしている大学生の子を持つ親に対して実験を行いました。なお、
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この設定は、家電購入の意思決定としては、学生本人よりも親の関与がより重要であるだろ

うという予測をもとに設定したものになります。 

（PP） 

 ここからは、本実証の結果の要点を簡単に説明いたします。10ページをご覧ください。 

（PP） 

 まずは省エネ型冷蔵庫の選択率になります。介入群では、基本セットの冷蔵庫から商品を

変更しなかった割合、対照群は基本セットの冷蔵庫から商品を変更した割合が省エネ型冷蔵

庫選択率になります。実験の結果、介入群では76％、対照群では30％と、介入群のほうが46％

ポイント省エネ型冷蔵庫の選択率が高いという結果になりました。これは統計的にも十分に

有意な差であるということが確認できています。 

（PP） 

 また、この差を用いまして、チラシのページ下、冷蔵庫の製品スペックに基づいた省エネ

効果を計算したものが、スライド11ページになります。介入群では対照群に比べ、冷蔵庫ベ

ースでは約10.6％の電力使用量、CO2排出量の削減となり、これは関東甲信地方における集合

単身世帯の照明家電等のCO2排出量の2.1％の削減効果があるということが言えます。 

（PP） 

 この削減効果をもとに費用対効果を出したものが12ページになります。 

 実際に介入群のチラシを作成し、大学新入生に配付した場合の費用対効果として試算した

ところ、0.76万円/t-CO2となり、これは他の温暖化対策の費用対効果に比べても十分によい

結果であるということを確認しました。 

（PP） 

 続いて省エネ効果の向上策の検討です。 

（PP） 

 14ページには家電の購買決定要因、15ページには一人暮らし開始時の家電購入先を載せて

おります。 

（PP） 

 ここでは15ページをご覧ください。一人暮らし開始時の家電購入先ですが、一番多いのは

量販店等の店頭になっております。その中で、大学生協はグラフ上で赤く示しておりますが、

こちらは全体で４％程度と非常に低く、大学生協というターゲットだけではなく、さらに量

販店等でデフォルトを使用することにより、費用対効果をさらに向上させる可能性があると
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考えております。 

（PP） 

 16ページでは、アンケートとは別に、アンケートの対象者に近い条件の方にインタビュー

を行いまして、大学生協のチラシではなく家電量販店のチラシを用いた場合のチラシの印象

の変化を確認しておりますが、特に選好を変えるほどの印象の変化はないということを確認

しております。 

（PP） 

 ここまでの内容をまとめて、本実証の考察とまとめをいたします。 

（PP） 

 本実証の結果により、デフォルト効果を用いたチラシの効果が確認されました。一方で、

本実証で題材としておりました大学生協は、一人暮らしの家電購入先としてはほとんど選ば

れていないことも明らかになりました。そこで、家電量販店の新生活セットなどに応用する

ことができれば、さらにCO2削減効果が期待できる可能性があると考えております。 

（PP） 

 後に、本調査の注意点と今後の展望になります。本実証はRCTを用いて実施されておりま

すので、結果の内的妥当性、つまり、同じ条件下で繰り返しても同じような結果が出るとい

うことは確認されておりますが、結果についてはあくまでもアンケート上の結果であり、実

際に商品を購買させていない点や、商品を購入しない、あるいはほかの購入先を選ぶといっ

た部分に関しては設定されておりませんので、この部分に関しては、実際の現場では結果が

変わる可能性がございます。 

 ですが、本実証ではデフォルト効果により初期投資のかかる省エネ型家電の購入率が大幅

に向上させられることがある可能性が示唆されましたので、今後は実際の購買場面での実証

を重ねることにより結果を試していく必要があると考えております。 

 駆け足ではございますが、単身①の説明は以上でございます。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） それでは、資料１－４をご覧ください。こ

ちらも約８分で御説明させていただきますので、非常にクイックになります。 

（PP） 

 まず、前半ですが、実証概要を説明した後に効果検証結果を、その考察を後半で御説明さ

せていただきます。 

（PP） 
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 ４ページ目ですが、行動科学の理論及びインフルエンサーマーケティングを適用した情報

をソーシャルメディアを通じて配信することによる省エネ効果を検証しております。ただ、

ソーシャルメディアを活用して特定のアカウントから省エネ情報を発信する、その効果を検

証した本格的な実証は、国内外でも例が見られませんので、当初はパイロット的な実証実験

と位置づけました。 

（PP） 

 続いて、こちらは実証実験の概要ですが、介入群Ａ、介入群Ｂ、対照群Ｃを設けておりま

して、Ａは省エネ×行動科学、Ｂは省エネのみ、ＣはInstagramのみ利用していただくという

設計としております。 

（PP） 

 続いて、実証期間になりますが、11月末にモニター募集と同時に事前アンケートを実施い

たしました。その後、12月上旬から中旬にかけて実証を行った後に、12月下旬に事後アンケ

ートを実施しております。 

（PP） 

 こちらは提示した情報の実物になりますけれども、介入群Ａには、省エネを強調するので

はなくて、若年世代にとって関心が高いであろう写真・メッセージを配信しまして、介入群

Ｂは、そのまま省エネを強調いたしました。 

（PP） 

 モニターの概要になります。 

（PP） 

 まず、Instagramユーザーを募集いたしました。事前と事後のアンケートを実施した上で、

このアンケートにおいて回答が矛盾しない、都民のモニターを分析対象とした結果を今回は

お伝えいたします。下に矛盾回答者のスクリーニング結果として89名、単身のみの場合は70

名とございます。なお、都民に絞らないケースについては参考資料に含めておりまして、今

回の結果とほぼ同様の結果が得られております。 

（PP） 

 続いて、省エネ効果の検証について御説明いたします。 

（PP） 

 今回は、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の３種につい

て行動促進を行いました。節水シャワーヘッドの購入については、介入群Ａが対照群と比較
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して32.7％ポイント高く、統計的に有意な差が見られたという結果が得られました。 

（PP） 

 まず、節水シャワーヘッドについてですが、介入群ＡとＢとで有意差が確認できなかった

ので、ここではインフルエンサーマーケティングとあわせてAffectを使用することによって

効果が出たと解釈しています。そもそもインフルエンサーマーケティングというものは、非

常に影響力のある方から自分の関連があるものに対して情報を発信するという意味で、行動

科学のMessengerであったり、Salienceといった理論を使用できたため効果が出たのではな

いかと解釈しております。 

（PP） 

 続いてLED照明です。こちらは結果が出なかったのですが、その理由をもう少し深掘りして

おります。介入前の所有率が70％以上で非常に高かったので、省エネ効果が得られなかった

可能性があると考えております。右側の図になりますが、LED照明非所有者のみを対象とした

場合は介入群のほうが実施率が高い傾向にございましたが、こちらは有意な差が得られてお

りません。 

（PP） 

 続いてエアコンと扇風機併用です。こちらはなぜか事前から事後にかけて実施率が下がっ

てしまったという結果が得られています。こちらもその理由を考察しておりますが、介入前

後で寒暖差が大きく、介入前については前年の記憶に基づいて、介入後については今回の記

憶に基づいて回答したため、正確な結果が得られなかったのではないかと考えております。

今後はアンケートの期間について、こういった時期的なことについても留意した上で実施す

ることが必要であろうと捉えています。 

（PP） 

 それらを踏まえまして、まず、効果が出ました節水シャワーヘッドの購入におけるCO2排出

に関して計算しております。世帯当たり26.76キログラムで、給湯における排出量の9.6％に

相当します。 

（PP） 

 続いて費用対効果ですが、こちらはかなりいい結果が出ておりまして、単身世帯数、

Instagramの利用者割合を踏まえると、行動科学を用いた都内における費用対効果は、約312

円/t-CO2となっております。 

（PP） 
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 17ページに関しては計算式になりますので、説明は割愛いたします。 

（PP） 

 続いて、省エネ効果の向上策についてです。どうすれば効果が上がるのかということをこ

ちらで考察しております。 

（PP） 

 今回、介入群ＡとＢの効果の差の要因分析をUXデザインで用いられるSEPIA法を応用して、

省エネ態度で分類しています。SEPIA法は、利用態度と自己効力感に製品の利用態度が影響す

るということを踏まえまして、こちらを考察に応用しております。 

（PP） 

 実際に20ページ目にあるような質問をしておりまして、省エネ態度ＡからＤまで、態度を

モニターごとに分類しております。 

（PP） 

 その結果が21ページ目になります。省エネ態度が低い場合はAffectが有効でありＢに比べ

てＡが高いという結果が得られております。ただし、態度Ｂの自己効力感が高い人の場合は

省エネ行動の促進が困難である可能性も示唆されました。ただ、態度Bの割合は少ないので、

あえてこちらをわざわざケアする必要はないということも言えると考えています。 

（PP） 

 続いて、インフルエンサーマーケティングをほかのTouch Pointに適用した場合、どのよう

な選択肢を取り入れるのかということを確認しております。買い物における購買情報源とし

ては、ECサイトが15％で も高いため、こういったメディアにインフルエンサーマーケティ

ングを適用することで効果が向上する可能性があると考えております。 

（PP） 

 以上、簡単にまとめます。 

（PP） 

 今回、節水シャワーヘッドについては効果が出ました。他方で、もう少しほかの省エネ行

動については改善の余地があると考えております。 

（PP） 

 後は課題になりますけれども、今回、時間の制約がありましたため、なかなかサンプル

数が十分に確保できなかったということがありますので、今後は十分な時間をかけてモニタ

ーを募集したり、インフルエンサーもグローバルにフォロワーを持っていますので、都民の



12 

 

フォロワーが多いようなインフルエンサーを実際に施策を行う上では選定していく必要があ

るということを、検討課題としてまとめております。 

 以上で単身②の実証の説明を終えたいと思います。 

○住環境計画研究所（平山） 続きまして、家族の実証調査の結果について御報告させてい

ただきます。 

（PP） 

 こちらは目次ですが、今までと同様に前半で調査の概要、モニターの概要を御紹介した後、

省エネ効果の検証について御報告させていただきます。 

（PP） 

 調査の概要です。 

（PP） 

 作業仮説として、子育て世帯に親和性の高いサービスを通じて行動科学を活用した情報を

配信すると、既存の情報配信よりも省エネ行動実施率が上がるのではないかというのが大き

な仮説になります。このため、検証方法としては、主婦層が多く利用する電子チラシサービ

ス「Shufoo!」というものがございまして、こちらを使って、行動科学を使って情報配信を行

う介入群Ａ、行動科学を使わない対照群Ｂで情報配信をした後で、省エネ行動実施率の差を

比較すると、効果検証ができるのではないかと計画いたしました。 

（PP） 

 ４ページ目は具体的な実証実験の概要です。こちらではランダム化比較試験（RCT）を採用

いたしました。具体的にはどうしたかというと「Shufoo!」は一都一府五県、東京、埼玉、千

葉、神奈川、大阪、兵庫、愛知で、関西、中部も入っていますけれども、約450万名のユーザ

ーがいらっしゃいます。この中でユーザー数、世帯属性などが同等になるように、市区町村

ごとに介入Ａと対照Ｂにランダム割りつけを行いました。それぞれ225万名程度ずつの

「Shufoo!」ユーザーがいらっしゃる。このＡ、Ｂそれぞれに対して、Ａのほうには行動科学

を使ったチラシＡ、Ｂのほうには通常のチラシＢを配信し、その後、アンケート調査を行い

まして、チラシを閲覧したモニターに対してアンケートを行いました。 後に効果検証とし

てアンケートから省エネ行動の実施率の差を見る。こういう効果検証方法をとっております。 

（PP） 

 続いて、電子チラシの配信概要を５ページ目に示しております。電子チラシは「入浴編」

「LED照明編」「冷蔵庫編」という３種類のチラシを介入群、対照群で２種類ずつ作っていま
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すので、合計６種類のチラシを作りました。それぞれの促進している行動は、お風呂は家族

で続けて入るとか、節水シャワーヘッド購入、LED照明の購入、冷蔵庫の設定温度調整という

ものです。これらのチラシを11月21日から12月13日までの間に合計７日間配信したという条

件です。 

（PP） 

 具体的にどのような情報を配信したのかという例が６ページ目で、こちらはLED照明の介

入群Ａの情報配信例なのですが、例えば損失回避性ということで、右上のほうにありますけ

れども、ついつい使い続けているとこんなに損をしていますというような損失回避のメッセ

ージ、それから、機会費用を目立たせる表現（Opportunity Cost Salience）というのですが、

LEDに照明をかえるだけで、あのアイスが８個分も買えてしまうというような、ちょっと変わ

った、目先の違うアプローチの仕方でチラシを見てもらおうということをしました。そのほ

か、LED電球と白熱電球の比較をマッピングしたり、都の半分の方がLEDにかえているという

社会規範を使ったりというメッセージをつくりました。 

（PP） 

 他方、対照群Ｂのほうの情報配信ですが、既に東京都が作成されている省エネ普及啓発広

報物をもとに情報を抜粋して配信するという形にいたしました。 

（PP） 

 モニターの概要ですが、９ページ目になります。 

（PP） 

 実際に450万名を対象にチラシを配信したのですけれども、この中で配信したいずれかの

チラシを閲覧した人、一都一府五県に居住している方、30代～40代の子育て女性であるとい

うこの３つの条件をもとに「Shufoo!」会員の方にアンケート調査を実施いたしました。 

 回収実績としましては、介入群543、対照群481で、合計1,000名程度の回収を得ております。 

（PP） 

 省エネ効果の検証結果について御紹介させていただきます。 

（PP） 

 11ページ目ですが、左側の図をご覧ください。青で示しているのが介入群、つまり、ナッ

ジを使ったほうの省エネ行動の実施率で、グレーのほうが対照群、ナッジを使わなかったほ

うの省エネ行動実施率で、それぞれの行動について示しております。残念ながら、わずかな

群間差は見られるのですけれども、いずれも統計的な有意差は見られませんでした。 
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 後ほど御紹介しますけれども、属性別分析をしていくと介入の有効性が示唆された部分も

あるのですが、サンプル全体にしてしまうと、30代～40代の子育て女性といっても色々な属

性が含まれるので、これが薄まって群間差が見られなくなったのではないかと考えておりま

す。 

（PP） 

 具体的に属性別の分析をした例を御紹介させていただきます。図の右側なのですけれども、

冷蔵庫の温度調整をするという行動について、共働き世帯、かつ子供２人以上の世帯を対象

とした場合については、介入群が61％、対照群が49％ということで、12％ポイントほど省エ

ネ行動実施率に差がつきました。これは統計的にも有意差が出たのですけれども、別途この

行動について、できなかった人には何でできなかったのですかと聞いたところ、実施阻害要

因として、これは面倒だ、手間だという回答が得られていました。 

 同時に、共働き、かつ子供２人以上というのは、子供もいてなかなか忙しい30代～40代女

性というところに、面倒・手間だという行動を促進しているのですけれども、このときに私

たちが強調したメッセージが、左側についているのですが「温度調整は『弱』にするだけ簡

単節約！」というEasyに特化したメッセージを送ったのですが、どうもこのことで多忙な人

に、面倒・手間だと思われていたことが、うまく対策が、実施率が上がったのではないかと

考察しているところでございます。 

（PP） 

 費用対効果の試算については、今回の場合は、チラシＡ、Ｂを作ったのですけれども、CO2

削減効果は若干ＡとＢで差があったのですが、チラシのデザイン・配信費用については追加

費用がないのです。ナッジを使うことでプラスの費用が発生するわけではないので、ここで

は施策の費用対効果は算出しておりません。参考までに、下にＡ、Ｂのチラシデザイン費プ

ラス配信費やCO2削減効果の差異について記載しております。 

（PP） 

 ４ポツで、省エネ効果向上策の考察として、15ページ目に示しております。 

（PP） 

 今回、全体では有意差が確認できなかったのですけれども、属性別分析では有効性が示唆

された部分もございました。これは世帯属性に応じて配信する情報をカスタマイズしていく

ことで、さらに省エネ行動の実施率を向上させることができるのではないかと考えられます。

また、一部の結果から、各行動の実施阻害要因にフレーミングした、メッセージを絞った場
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合は介入効果が高くなるような傾向が見られたので、それぞれの省エネ行動を促進するため

には、その阻害要因も踏まえてメッセージを組み立てるということがより実施率を向上させ

るのではないかと考えられます。 後に３点目ですけれども、電子チラシは個人をターゲッ

トにメッセージを送ることにすぐれております。ただ、今回、促進したメッセージとは別に

家族で続けて入浴するというようなメッセージを送ったのですけれども、その場合、奥様だ

けでは実施できないので、家族など他者を巻き込む場合については別の媒体を使うことも検

討してはどうかということが考えられました。 

（PP） 

 手短に、 後に家族のまとめと今後の展望について御紹介させていただきます。 

（PP） 

 17ページ目ですけれども、30代～40代子育て女性全体では、ナッジによる省エネ行動実施

率の行動効果は確認できませんでしたが、属性別に詳細分析をした結果、共働き、かつ子供

が２人以上では冷蔵庫のアドバイスが、12％以上省エネ行動実施率が高まった。これは統計

的にも有意差が見られました。 

（PP） 

 後に、家族調査の限界と今後の展望ですが、限界としては、やはり外的妥当性の部分が

ございまして、今回は「Shufoo!」ユーザーを使った実証事件でアンケートをとりましたけれ

ども、これが本当に東京都民全般に拡大できるのかということに関しては、より今後の検証

が必要になります。また、今回、短い期間で冬季の省エネ行動、省エネ実施率について実証

しましたけれども、これがほかの季節、継続的に続くのかということについても、今後の検

証の必要があります。 

 後に今後の展望ですけれども、今回、情報を配信しない対照群の設定がサンプルサイズ

の問題でできなかったのですが、この対照群の設定、属性に応じてより細やかに情報配信を

するというようなアプローチをとることで、より本実証の効果向上を狙うことができるので

はないかと考えております。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 後に、資料１－６になります。もう時間

が限られていますので、３分で資料も割愛しながら御説明させていただきます。 

（PP） 

 まず、４ページ目ですが、実証結果をまとめますと、単身①は量販店への展開、単身②は

ほかのメディアへの展開、先ほどはございませんでしたが、家族に関してもアンケートをと
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った結果、インターネットメディアを活用した施策の検討の余地があるということが出てい

ますので、こういった施策の方向があるのではないかと考えています。 

（PP） 

 適用可能性です。 

（PP） 

 先ほど目的の中でモデルを構築するということと、出口戦略を検討するという２肢があり

ましたが、その２つ目になります。出口戦略については、冒頭に御説明させていただきまし

たとおり、範囲１から範囲３までございます。 

（PP） 

 次の７ページ目になりますが、今回、範囲１から範囲３のうち、新施策のアイデアが今回

の論点になっておりますので、範囲３のみを一つの御議論の切り口としていただくために御

説明したいと思います。 

（PP） 

 残り１分半ぐらいで御説明させていただきます。 

（PP） 

 資料は飛びまして、18ページ目になります。まず、新規施策への適用可能性を検討する上

では、Touch Pointと委員の皆様からのアイデアをベースとしております。Touch Pointに関

しては、各アンケート調査の結果を踏まえて有効と考えられるものを採用しております。 

（PP） 

 次のページがその結果です。切り口としては、施策の中でどういうルールづくりをしてい

くのかということと、そういう施策をどう告知していくのかという２種で行動科学の適用可

能性を検討しております。今回は、Touch Pointに新規性を持たせたということも含めて、ほ

かの自治体がこれまで活用してこなかった媒体、Touch Pointを切り口として施策を検討し

ております。 

 時間が限られておりますので、あと30秒ぐらいで簡単にダイジェストだけ御説明いたしま

すが、まず、単身①の場合は、考察でもございましたけれども、量販店でのセット売り。単

身②に関してはECサイト。こちらでインフルエンサーの方にお勧めの家電を強調していただ

く。家族に関しては、例えば通販番組とかウエブマガジンの広告、こういったものをTouch 

Pointとする方法があるのではないかと考えています。 

 Ｂのこちらの委員会におけるアイデアとしては、家電のレンタル制度、下取りと買替サポ
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ート制度がアイデアとして挙がったと認識しておりまして、それを概要としてまとめますと、

デフォルトを適用することで、こういったことが考えられるのではないかということで、事

務局でまとめさせていただきました。 

 以上、かなり駆け足となりましたけれども、こちらで実証事業の説明、出口戦略の検討案

の説明を終わりにさせ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 実証実験としてはかなり多岐にわたって、短い時間の中で色々な試みをしてい

ただいたのですが、もちろん結果が非常に明瞭に出たものもあれば、ちょっとはっきりしな

いものもあった。しかし、それはその中で御提案も含めていただいたということでございま

す。 

 大変時間が限られている中での御説明でございましたので、御質問等もあろうかと思いま

す。ぜひコメント、御質問を委員の皆様からいただければと思いますが、いかがでございま

しょうか。どなたか御意見があれば。 

 それでは、杉浦委員からお願いいたします。 

○杉浦委員 杉浦でございます。短期間の間に非常に沢山の内容に基づいてやっていただい

て、ありがたいことだと思いました。 

 私からは３点、個々にというよりは全体に対してなのですけれども、質問があります。 

 １つは対象者の属性です。属性でも、色々な人口統計学的な要因があると思うのですけれ

ども、一つは所得とかお金が出せるかどうかといった経済的な問題。子育て層でも、子供が

小さかったりとかすると時間がとれないといったことがあるので、そういう可処分時間とい

うか、どれぐらい時間を使えるか。つまり、属性でも色々あると思うのですけれども、そう

いう行動を起こすために必要な経済的な余裕とか時間的な余裕があるか、ないかによって、

個々のターゲットとする行動が変わってくるのか、どうなのかという点に、今のお話の全体

を通して関心を持ちました。生協の調査にしても、首都圏を対象ですけれども、例えば東京

に来る、一人暮らしをする学生は、地方から来たりする場合もあると思うので、そうすると、

親元の経済状況も一都三県よりも差があるかもしれないとか、そういったことも話を聞いて

いて少し思いました。 

 ２つ目ですけれども、今回、LEDの買替とか、そういったところは、どこまで行動レベル、

実際に行動したかどうかの確認がとれているのかということです。アンケートレベルで行動

意図を尋ねているのか、あるいは実際に行動したという事後報告を求めているのか、その辺

で、色々なレベルで測定をされていると思うのですけれども、実際に行動につながったのか、
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どうなのかというところを、どこまではつながって、どこからはつながらないかというとこ

ろをもう少し明確に示していただけるとわかりやすいかなと思いました。 

 SNSに関して言うと、例えば「いいね！」ということを押す、反応するような人は、割とそ

ういう情報に対して一旦は迎合的になるといいますか、ポジティブに反応するのだけれども、

実際に行動するという段階において、どこまでそれがつながっていくのかというところは、

この問題に限ったところではないと思うのですが、そういうことに代表されるように、いい

なと思っても、どこまでが行動につながるのか。それが先ほどの属性要因とか、そういった

ところとどうつながるのかが重要な点の一つかなと感じました。 

 今回は、買替とか冷蔵庫の設定を変えるといった、一回やってしまえばいいというような

ことがあったと思うのですけれども、日々繰り返して行動しなくてはいけないようなこと、

こまめに電気を切るとか、そういった日常の習慣を変えていくということについて、今回の

実験は短期間なので、長期にわたる習慣の変容はなかなか検討するには時間的にも難しかっ

たと思うのですが、そういったことも重要な省エネ対策だと思いますので、今回の知見から、

何か習慣を変えていくとか、あるいは今回の買替を通してほかの行動にも伝播していくのか、

どうなのかといった、その後の展開があるのか。一回きりで終わってしまって、その後には

つながらないとか、あるいは習慣が一旦は変わってもリバウンドしてしまうような可能性は

どうなのか。これは今回の実証実験からは言えることではないかもしれませんけれども必要

な観点かと思いますので、そういったことで何か示唆が得られるようなところがあればまと

めていただけたらと思います。すぐに答えられるようなことでもないかもしれませんので、

一応コメントとして挙げさせていただきました。 

 以上です。 

○松橋座長 大変重要な御指摘を３点いただいたのですが、お答えできる範囲で少しお願い

いたします。 

○住環境計画研究所（平山） お答えできる範囲でお答えさせていただきますと、まずは親

元の経済状況ですね。対象者の属性をどう見たかということですが、まず、私が御説明した

家族調査については、属性をかなり切り分けて、サンプルサイズが少なくなってしまうので

有意差が出にくくなるのですが、傾向を見た結果、忙しい方々では、簡単だというメッセー

ジを提供することで効果が出たという傾向がありました。また、今回は確定できていないの

でお出ししていなかったのですけれども、経済状況についても分析をしてみたところ、年収

が比較的高めのセグメントではLED照明を持っている世帯が多いというのは想像していたと
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おりだったのですが、比較的低いセグメントの中でもナッジメッセージを出した人のほうが

LED照明を買っていた人の数が多かった。割合が高かったということが見えてまいりまして、

この部分について、メッセージの伝え方によって、コストが回収できますというような損失

回避性とか、コストの顕著性を高めたことで、年収の低目のセグメントの方でもLED購入率が

高まったのではないかと考察しているところです。 

 関連して、LEDの買替等について、どのように計測しているかですが、今回についてはこの

実証のメッセージを要因として買いましたかというようにはなかなか聞けなかったため、こ

の期間においてLED照明を買っていますかというような聞き方をしています。これはランダ

ム化比較試験で前後比較しているものであれば、前後の比較を群間で比較することで比較化

できるということ。また、残念ながら、家族の調査ではできなかったのですが、同様に、介

入と対象を同じようにランダムに比較しているのであれば、理論的にはちゃんとランダムに

なっていればLEDを持っている率が同じになっているはずなので、介入の効果によってLEDの

購入率が高いということは、介入効果でLEDを買ったのではないかというように推察すると

いう手法になりました。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 残りの２つは回答が非常に難しいのですが、

ソーシャルメディアの件です。「いいね！」とか、そういったことはどこまで影響するのか

ということですが、我々はエンゲージメント率と呼んだりしていますけれども、フォロワー

数に対してどのくらいの方が「いいね！」をしたのか。残念ながら、結果はなかなか見えな

かったということ。あとは実証実験のたてつけ上、介入群Ａには３名の方、介入群Ｂには３

名の方ということで、個人でエンゲージメント率に関わるアンケートの結果の関連性が切り

分けられるような設計をしていなかったので、そこまで明確に出ていないという課題は残っ

ています。 

 後に継続性の観点なのですが、見方が２つあると思っていまして、１つは今回、節水シ

ャワーヘッドとかLED照明購入とか、一度かえてしまえばずっと続くものを採用しておりま

すので、そういうものであれば余り気にする必要はないかなと考えています。他方で、単身

②の資料でも記載させていただきましたが、ここにいらっしゃる西尾さんなども外的妥当性

ということで、効果が継続するかというようなことはずっと言われていますので、その点は

実証における課題であるのかなと認識しています。おっしゃるとおりだと思います。 

○松橋座長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 山川委員、お願いします。 
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○山川委員 大変短い期間に色々な調査をしていただきまして、本当にありがとうございま

した。非常に興味深い結果を見ることができました。ありがとうございました。 

 ２つあるのですけれども、１つは、家族向けのチラシのサービスのところでは、節水シャ

ワーヘッドの購入やLED電球の購入が出てきておりますが、例えばこのチラシを見せると同

時に、何かECサイトに連動するような仕掛けがあると、もしかするともっと効果が出るので

はないかと思います。もう少し時間があればという感じですが、色々な形で検証すると、こ

のチラシの効果がもう少し見えてくるのかもしれないと思いました。 

 もう一つは単身②のインフルエンサーの活用のところなのですけれども、東京都の施策と

してインフルエンサーを活用して情報を発信することを考えた場合に、インフルエンサーに

対してこういう情報を出してもらうというような作業が発生すると思うのですが、それは何

か考えないといけないのか。要するに、問題にならないのかちょっと気になったので、これ

は一般的にどう考えればいいのか教えてもらいたいと思います。 

○住環境計画研究所（平山） １点目の家族チラシのほうで、チラシのECサイトに送客でき

れば効果があるかもしれないというのは御指摘のとおりだと思っておりまして、今回は本当

に短い実験の中でステークホルダーの合意をとれなかったので、そこまではできておりませ

んが、御参考までに海外ではそのようなレポートに、ECサイトへの送客をすることで、実際

に購入率が高まるというような事例がございますので、恐らく効果はあるものと思っており

ますので、できればそういう実験もしてみたいと思っております。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 単身②のほうですね。インフルエンサーの

方にどのような依頼をしたかという御質問でよろしいですか。 

○山川委員 今後のことを考えたときに、同じように実施できるのかということです。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 失礼しました。実施できると考えておりま

す。今回、注意した点は２つございまして、１つ目がいわゆるステルスマーケティングにな

らないようにということで、こちらに関しては、商品を購入してくださいということを一切

言わないでくださいということは念押ししてお願いをしまして、LED照明の購入、つけるとい

いですよということを単にアピールしていただいたということで、その点は注意しておりま

す。もう一点は、いかにその人に合った投稿をしてもらうかということで、事前にかなりの

投稿を見まして、この方がどのようにすれば「いいね！」を沢山もらっているかということ

をリサーチして、例えば顔を出してくださいとか、このようなことを言ってくださいとか、

そういう事前調査を踏まえた上での依頼をすれば、都の施策でも十分適用できると考えてお
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ります。 

 以上になります。 

○住環境計画研究所（平山） １点、家族のチラシのECサイトへの送客の点で補足させてい

ただきますと、先ほど見ていただいたチラシにも実は載っていたのですけれども、LED交換ム

ーブメントを東京都で実施されているので、今回、対象が東京都以外の方もいるはいたので

すが、東京都の方はこちらということで、リンクとしてはLEDを、白熱電球を２個持ってくれ

ば交換しますというものに対するリンクをつけておりました。これはナッジグループも対象

グループも同じように送客をして試してみたということもやっております。 

○松橋座長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 天野委員、お願いします。 

○天野委員 短期間で非常に効果的な実証をしていただきましてありがとうございます。 

 質問が３つありまして、簡単なことなのですけれども、まず、資料１－５の家族向けのも

のは余り有意な成果が得られなかったということなのですが、例えば節水シャワーヘッドは

購入したか、使用したか、どちらでしょうか。もし購入と聞いているものだと、もともと持

っていたら購入はないかなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

 ２番目に、冷蔵庫については有意な効果があったということでよろしいかと思うのですけ

れども、デフォルトに入れたもので、コストが安いということだけではなくて、御説明でも

３年半で逆転するということでしたが、そういう情報も入っていたのかどうかということを

伺いたいと思います。 

 ３番目は全体について、なぜできなかったかという御質問がされているかどうかを伺えれ

ばと思います。 

 以上です。 

○松橋座長 よろしいですか。 

○住環境計画研究所（平山） ありがとうございます。１点目の家族向けで有意差が出なか

った節水シャワーヘッドの聞き方ですが、これも先ほどの御質問と関連しますが、今回の中

では購入したかどうかを聞いております。特に家族向けではこの期間に購入しましたかとい

う聞き方をしているので、もともと持っていた割合等が影響するということは、これも御指

摘のとおりかと思います。 

 単身①のデフォルトで３年半で反転しますということをメッセージとして伝えたかという

ことですが、今回は伝えておりませんでした。普通は、買ってもらいたい場合は反転します
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と言うのですけれども、今回はそのメッセージが、デフォルト効果を見ているのか、そのメ

ッセージが効いたのかがわからなくなってしまうことを恐れたので、あえて書かずにひっそ

りと反転するような設定にしておりました。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 後の御質問をもう一度よろしいでしょう

か。済みません。 

○天野委員 なぜ省エネ行動をしなかったのかという設問というか、質問をしておられたの

かどうか。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） 調査しているものとしていないものがござ

いまして、単身①と単身②は調査をしておりません。家族に関しては阻害要因ということで

調査をしております。 

○松橋座長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○巻口委員 確認だけなのですけれども、資料の見方が間違っているとあれなので、資料１

－３の単身の５ページ、６ページにあるデフォルト画面の話なのですが、要は、６ページの

基本セット構成品というものを入れかえて１と２を作ったのですね。そうしたら、10ページ

にあるように76と30のポイントの差が出た。こう読むのですね。この６ページに書いてある

×の矢印の意味がよくわからなくて、これは何を意味しているのですか。基本セット構成品

というのは赤い矢印で、価格重視なら右側ですというのをデフォルト画面に持っていったわ

けですね。この青い×の矢印は何を意味しているのですか。 

○住環境計画研究所（平山） わかりづらい資料ですみません。ここが入れかわっています

というだけのメッセージですので、右と左が逆になっていますというだけのメッセージです。

セットとしては横を見ていただいて、基本セットが省エネ型で、オプションが非効率、対照

群のほうはデフォルトが非効率なものでオプションが高効率というもので、右と左が逆にな

っていますという矢印になっております。 

○巻口委員 いわゆる行動変容がこれで起こったという意味ではないのですね。 

○住環境計画研究所（平山） そういう意味ではなくて、ここが逆ですという意味です。 

○巻口委員 わかりました。もう一つだけ、１－５の資料で電子チラシの家族のものなので

すが、12ページの御説明では、属性別分析をすると共働きのところで顕著な差が出てくる。

こういう話だったのですが、そのときに、御説明では、左側にある、要は、冷やし損をチェ
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ックしますという面倒くさいというところがそんなに、そうではありませんという情報を加

えたらというお話があったと思うのです。共働きに対してはこの情報を加え、そうではなく

片働きの場合には、この情報は加えたのですか。加えていないのですか。 

○住環境計画研究所（平山） そこはどちらも同じメッセージを投げておりました。今回は、

メッセージを打ち分けるほどチラシ側に情報を持っていなかったので、一回全員同じような

メッセージの投げ方を送ってみて、誰に一番効いたのかということを属性別分析をしてみた

結果、後から見た結果として共働き、かつ子供２人以上のところは大きな差がある。 

○巻口委員 わかりました。つまり、左側の面倒くさいということに対しての答えは、片働

きも共働きも情報としては持ったのですね。 

○住環境計画研究所（平山） はい。 

○巻口委員 どうもありがとうございました。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 どうぞ、お願いします。 

○和田委員 質問というよりも意見なのですけれども、先ほどのインフルエンサーの投稿に

関して、その投稿で商品を購入しない。購入してくださいというようなことは投稿しないで

くださいと念を押して、それでお願いをしたという話があったのですが、でも、商品を勧め

ていないからといってステマではないとは言えないと思うのです。明らかにお金をもらって

投稿をしているのだから、それをPRですという表記がなく投稿をした場合は、明らかにステ

マだと思うのです。消費者から見て、これは広告なのだ、これはPRなのだというのが目に見

えてわからなければ、それはステルスマーケティングになるのではないかと私は思います。 

 以上です。 

○松橋座長 コメントですね。それに対しては何か。 

○デロイトトーマツコンサルティング（伊原） ありがとうございます。おっしゃるところ

もあると思います。事前にステルスマーケティングという問題点は挙がっていましたので、

正確な名前は忘れてしまったのですが、ガイドラインみたいなものがありまして、それを見

た上で、そこにひっかからないようにということは工夫をしております。ただ、実際の施策

においては、このような指摘がありますので、PRですということをあえて言ったり、何か工

夫の余地があるのではないかと思いましたので、検討課題として残ったということだと思い

ます。 

○松橋座長 ステルスマーケティングにならないようにというのは、東京都として何か特定
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の製品をプロモートしているようなことになってはいけない。そういう意図と思っていいの

ですか。 

○倉田地域エネルギー課長 今回の実証実験を業務委託するに当たって、まずはその条件と

して、ステルスマーケティングに当たらないことという条件を付してお願いしておりますけ

れども、和田委員が御指摘のような、そういった疑義が生じかねないということも今回の実

証実験で明らかになってきましたので、今後、これを施策に、もし実行するとすれば、その

辺も東京都として十分に注意して行う必要があるかなと。疑義を生じないような形で実証を

行う必要があると感じました。 

○松橋座長 御懸念されているのは、そこの解釈が、例えばLEDにするといいですよと、LED

の購入を促しているようなものでも、解釈としてはステルスマーケティングになってしまう

ということなのでしょうか。 

○和田委員 内容というよりも、それはPRとして、投稿者がお金をもらって投稿をしている

わけですね。PRのお金をもらって投稿していることを隠して投稿しているということは、広

告なのに広告ではないふりをしている。自分の意思で投稿しているように周りからは見えま

すね。それがいけないと思うのです。内容がどうこうということではなく、だから、その投

稿の中に東京都のPRですということが一言でも入っていればオーケーだと思うのです。 

○松橋座長 それを入れておけばいいのか。 

 西尾委員、今の関係でございますか。 

○西尾委員 インフルエンサーというキーワードで御説明されたところに少し今のお話の混

乱もあろうかと感じて聞きました。事業の芯としては、インフルエンサーという形で、既に

今日も委員の方でそういうお立場の方がいらっしゃる。まさに和田委員もそうだと思うので

すけれども、インフルエンサーのような立場にいらっしゃる方のお力をおかりしてというた

てつけになると、今みたいな問題が出てくると思うのです。 

 他方で、元々のところで、例えば東京都が公式アカウントでこういった御説明をするとか、

そういったときにおいては、問題はどちらかというとコンテンツ側の、それはステルスとい

うことではなくて、より効果的なコンテンツはどういうものかというところに焦点を絞れる

かなと思っていましたので、どちらかといいますと、説明上のところで少し今のお話が出て

きてしまったのかなというように理解いたしました。 

 ついでですので、少しばかりコメントさせていただきますと、特にインフルエンサーです

とか「Shufoo!」のところのポイントとしましては、今まで余り使われてこなかったような
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Touch Pointを使ってすることの可能性を見たというところだと思って聞きました。そこに

行動科学的なところの効く、効かないのところは兆しが見えたとか、ここはまだわからない

のかなというところが幾つか残ったと思うのですけれども、まずは、実は行動科学という言

葉に絞り過ぎると、どうしても１つずつのメッセージについて当然関心がいくのですが、そ

の意味でTouch Pointを広げているというところで大きな伸びがあったトライなのではない

かと思ってお伺いしました。 

 費用対効果のところの検証もまさにそういうところがあろうかと思います。実は追加的に

費用がかからないやり方もあるというお話がありましたので、そうしたところもクリアに示

されていてわかりやすかったと思いました。 

 あとは行動科学的なところ、さりとてというところでいいますと、１番目はデフォルトの

話がとても重要で、私などの認識ですと、行動科学、あるいは行動経済学でもいいのですけ

れども、それを言うときに、割と効果的と言われているものがデフォルトと、あとは周囲と

の比較みたいなものは定番物で、その提唱者も含めて注目されています。どうしても私自身

も、弊社もそうなのですけれども、１つずつのメッセージのところに関心がいくのも事実な

のですが、デフォルトという本当に言ってしまえばそうだねというところですが、効果的な

アプローチがあるということを１件目の実証でよく示されていたということだと思います。 

 実際には、先ほどから意識とか行動のところ、あるいは実際の使用量までさかのぼって、

結果までということになりますと、結構色々な難しさがありまして、特に行動科学系だと意

識、無意識で行動する部分もあったりしますから、意識の調査をとる難しさはあったりする

のですけれども、今回は１つ目の実証試験ということで、プロセスとしてこういう形で仮説

を見きわめて、その後、もう少しきちんと確かめていこうとか、そういうことだと思います

ので、興味深く拝聴しました。 

 以上です。 

○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。 

 髙橋委員、お願いします。 

○髙橋委員 どうもありがとうございます。貴重な調査結果を示していただいて、私も非常

に興味深く聞いたのですけれども、正直、少し専門的なところもあって、私などはついてい

けないところもかなりあったのですが、 初の冷蔵庫、学生が入られた①のところで、セッ

トチラシだと思うのですが、6,800円の差があるということは、チラシＢは11万5,600円のセ
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ット価格という示し方だったのですか。 

○住環境計画研究所（小林） そのとおりです。 

○髙橋委員 わかりました。価格差の影響はどんな感じで捉えられているのかなと思うので

す。価格の幅というのですか、教えていただきたいと思います。 

○住環境計画研究所（小林） 実際にどのぐらいの価格幅まで許容されるのかというのは、

さらに別で検討していく必要はございますが、今回は冷蔵庫の設定上の価格をそのまま反映

させてみたところ、うまくいったということになっております。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○松橋座長 あとはほかによろしいですか。 

 色々御質問、御意見も出ましたし、これから、その出口、東京都の有効な施策に落として

いくためには、もう少しひねっていく必要がある。うまく出たところと出なかったところが

ある。本当に有効に反映させるためにはどうしたらいいかというところは、今日出た御意見

とか、今後、少し都のほうでもお考えになってうまい施策に落としていっていただくことが

必要だと思います。これからも、今日は時間がそろそろ次の議題に移っていかなければいけ

ないところなのであれですけれども、またお気づきの点は御意見をいただいて、ぜひ今後に

生かしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

 続きまして、議題「（２）検討会報告書骨子（案）」に入ります。今年度の本検討会の報

告書骨子案について議論を進めてまいりたいと思いますので、まずは事務局から御説明をお

願いいたします。 

○倉田地域エネルギー課長 それでは、お手元の資料２「平成29年度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骨子案」という冊子をご覧ください。こちら

の資料につきましては、本検討会での議論をまとめまして、検討会として都に報告するもの

になります。第４回の現段階では、骨子案としまして、これまでの議論を踏まえまして、事

務局で概要を取りまとめたものでございます。本日は、先ほどの実証実験の結果も踏まえま

して、こちらの骨子案をもとに本検討会の報告書をどのようにまとめていくかについて御議

論いただければと思います。 

 それでは、内容について御説明させていただきます。まず、３ページをご覧ください。こ

ちらでは、第１章「はじめに」ということで、本検討会の設置趣旨、検討体制、検討会の実

施概要等を記載させていただいております。 
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 続いて、５ページは、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」ということで、行動科学の概要について、第１回で西尾委員から御説明いただいた

内容や損失回避性などの議論、昨年ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授

が提唱しているナッジ等を用いて御説明させていただいております。 

 ９ページは、行動科学やナッジを省エネ施策に活用した事例として、比較的わかりやすい

事例を４件事務局で選定させていただき、記載させていただいております。 

 13ページ目で、本検討会で扱う行動科学の概念と領域について記載しております。 

 その次の14ページは、第３章「東京都の人口・世帯及び温室効果ガス排出量の特徴」とし

て、第１回検討会で住環境計画研究所の水谷主任研究員から御説明いただいた「都の特徴・

都民の行動特性について」から抜粋しております。 

 17ページ目は、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

とアイディア」としまして、本検討会で各委員の皆様からいただいた課題や施策の考え方及

びアイデアを記載しております。 

 皆様からいただいた御意見等の分類方法についてですが、18ページ目にありますとおり、

第２回検討会で事務局から御提示したエネルギーの多消費やCO2排出量の増加を引き起こし

ている現象と要因を整理したマトリクス表をもとに分類させていただいております。具体的

には、全ての現象に共通して該当するものと考えられた「情報の不足・省エネに対する知識

の不足」と「環境・省エネへの意識の低さ」の２つの要因は、要因別にまとめ、それ以外は

現象と要因が該当するポイントについてまとめております。 

 続いて、19ページから、各委員の皆様からいただいた御意見等を記載させていただいてお

ります。 

 ページを送って、27ページ目をご覧ください。こちらはまとめの章としまして、都の家庭

の省エネルギー施策への応用可能性及び今後の課題について、本日の議論を踏まえ、後日記

載させていただく部分となります。 

 報告書骨子案の御説明としては以上となりますが、委員の皆様におかれましては、まず、

報告書の構成について御意見がないかどうか、２つ目に、これまでの議論の反映度合いや追

加すべき事項がないかどうか、３つ目として、都の家庭の省エネルギー施策へ応用できるア

イデアがないかどうかの３点について、活発な御議論をお願いしたいと思います。 

 では、座長、お願いいたします。 

○松橋座長 ありがとうございます。 
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 そういうことで、骨子案として比較的コンパクトにおまとめいただいているわけですけれ

ども、御説明がありましたように、構成等を含めまして、あるいは情報等に過不足がないか

どうか等を含めまして、 後は何度も申し上げていますように、これから東京都の家庭の省

エネ施策をつくっていくということですから、そういう意味で、ぜひそこを念頭に置いて御

意見を賜ればと思いますが、いかがでございましょうか。どんどん忌憚のないところで御意

見をお願いいたします。 

 それでは、杉浦委員、お願いします。 

○杉浦委員 この報告書は非常にコンパクトな中に内容が盛りだくさんで、これができてき

たというのは、まだざっと拝見したばかりなのですけれども、非常に興味深く思いました。

行動科学の概要もきちんと説明されていますし、実証実験の結果も入っていますし、これが

そのまま報告書として出ただけではなくて、省エネを色々進めていきたいというところの

方々が、これを見て活用できるような、必ずしも全部実証できていないにしても、それぞれ

がこれを参照して工夫して取り組めるようなテキストのようなものになっていくと、これを

まとめた意義があると思うのです。ちょっと雑駁な意見ではあるのですが、応用可能性のと

ころを、どんな人がこれを使って省エネに取り組もうとするかみたいなことは色々あるかと

思うのですけれども、そういった活用をしてもらえるようなものができるといいかなと思い

ました。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今の点は、ぜひ誰に見ていただくか。まずもって都だとは思うのですけれども、世界一の

環境先進都市ということですから、都がやりながら、ほかの自治体にも情報発信をするので

しょうか。そのときに、ぜひ参考になるようにということ。そこも踏まえてぜひまとめてい

ただければと思いますけれども、ほかにいかがでしょうか。 

 髙橋委員、どうぞ。 

○髙橋委員 ありがとうございます。私は小売業者なのですけれども、先ほど和田先生から

もあったように、注意しなければいけないのは、行動科学は非常にいいものですと、よい方

向に人々を導くものですということでどんどんいくと、我々は日々商売をやっていて、お客

さんをだましてはだめだというのが鉄則なのです。だまして商売をするというのは、我々の

ビジネスも長続きしませんし、ともすると、だますというか、そういうことがあったり、も

う一つの観点で言うと、我々は景表法(景品表示法)の表示ということを日々議論しているの

です。言ってみると、この間、NHKの『クローズアップ現代』でナッジの話が取り上げられて
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おりまして、いわゆる一つの事例として、テレビショッピングで幾らのものが今買うと幾ら

というのはナッジの成功事例だみたいな表現をされていたのは、これは論点が２つありまし

て、なるほど、そのように使うのはいいのかという論点と、それはだめだろうという論点が

あって、まだ非常に難しいのではないかと私は思うのです。 

 行動科学というものを余り踏み込んで使うと、先ほどのステマのお話もそうでしたし、表

示というところもそうですし、そういったものは課題に少し盛り込んでいただくのがいいの

ではないかと思っております。 

 以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 今のも非常に重要な観点で、先ほどもステルスマーケティングの話がありましたが、どこ

までなら都として公正であるのか。一般論からすると、省エネ機器の販売を促進する方向に

情報を発信するのは決して悪いことではないと思うのですけれども、ナッジというものがま

だ余り法的にはきちんと定義されていない。効果というものも情報の出し方によって変わっ

てくるという中で、どこまでならいいのかというところです。 

 これについてはかなり難しいところがあるようにも思います。髙橋委員も家電量販という

お仕事の中で非常に悩みがあるということですが、これについて、先ほども西尾委員が御意

見を下さいましたけれども、そこの規制というか、どこまではセーフという線引きみたいな

ことはあるのでしょうか。 

○西尾委員 ２つファクターを申し上げようと思います。規制がある、ないの話では、景表

法の話がまず一つはあるわけで、当然のことながら、その範囲を逸脱するのは、特に事業者

としてはお考えにくいというか、やってはいけないというのは、それはそのとおりだと思い

ます。今日ここにいらっしゃる方も情報発信を色々されている方が多いと思うので、当然の

ことながら、いざ自分の責任を持ってやろうとすると、そういう悩みに直面するというのは

日々皆さんお感じになられていることだと思いますし、私なども、この手の事業をやってお

りましても、セルフチェックあるいはセルフチェックも外からのレビューみたいなお話の御

指摘は大変重要だと思いますので、課題として認識、そういうものを書き込んでおくべきこ

となのかなと、私もそのように思いました。 

 もう一つは、どちらかというと哲学的な話になるのかもしれないのですけれども、やって

いい、悪いというよりは、杉浦委員が初回におっしゃっていた話あるいは今日のお話も少し

重なるかなと思うのですが、もう少し日々の行動を変えていただかなければいけないという
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観点で言いますと、実際にナッジへの批判として、あるいはもう少し学術的にはリバタリア

ン・パターナリズムへの批判みたいな言い方をよくされるのですが、そうした情報提供で行

動を無意識に促していくということは、いずれ皆さん、逆に色々考えなくなってしまうので

はないかという批判があります。やはりその部分は同時にナッジのような手法等だけではな

くて、きちんとした情報提供も考えていく必要があるのではないでしょうかというところも

あわせて申し添えておくとよろしいのかなと感じます。 

 以上です。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。今の点については特に何かございますか。 

 山川委員、ございますか。 

○山川委員 今までの委員の方の意見と似ているのですが、今回、この報告書は、ほかでや

っていない画期的な報告書になると思うので、色々なところが注目をしていて、ほかの自治

体やNPOや、私のような情報発信をしている者にとって非常に参考になるものです。先ほどの

実証事業の発表でもありましたが、デフォルトの設定のような今回の実証でも効果が見られ

たものや、もう少し見てみないとわからないものなど、まだ途上の段階ですね。そういう中

で、こういうやり方はどんどんやっていいのだとか、これは色々考えた上でやらなければい

けないのだとか、そういう判断をしなければいけないことが出てきます。 

 ですが、専門家ではない者にとってそれはなかなか困難なことなので、そこを読む人がわ

かった上で、自分たちにとって有効で受け手にとっても有効な事業の企画とか情報の発信の

仕方ができていくと、大変いいと思います。うまく言えないのですが、何かそういうことが

判断できるような記載というか、コメントなどが入っていると、どんどん展開していくので

はないかと思います。 

○松橋座長 先ほどの問題も含めてやって、これはやってよい、あるいは余りよくないとい

う判断の問題。それが参考になるような、ここを見ればわかりますというようなことにする

のか、あるいは囲ってメモみたいな形で、注意点としてはここに気をつけたほうがいいです

というような書き方ができると非常にいいのですけれども、果たして今、何かできそうです

か。もし何かありましたら。 

○倉田地域エネルギー課長 今、山川委員からも御意見をいただきましたけれども、行動科

学という概念自体が、日本の中ではまだ広く知られていなくて、東京都が実証実験をやった

り、検討会を開いたりということ自体が、ほかの自治体からしても、非常に珍しいこととし
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て注目を浴びております。 

 この報告書の中でも事例をわかりやすくということで、９ページから４点ほど挙げさせて

いただいておりますけれども、こういったわかりやすい事例を紹介するとともに、先ほど和

田委員からも御指摘がありましたようなグレーな部分、ここをやってはいけないという部分

もできるだけわかりやすい形でコラムなりあるいは一つ段落を設けて、これは明らかにブラ

ックですよ、グレーですよと。先ほどおっしゃったようなステルスマーケティングの危険性

も、そういったグレーの部分も御紹介して、行動科学を有効に活用していけるような一文を

この中に加えさせていただければと思います。 

○松橋座長 ぜひそのようにお願いします。まだまだ研究の余地もあるとは思うので、今後

も少し継続してやっていったほうがいいとは思うのですが、とりあえず現状でわかっている

こと、あるいはわかっていないことをきちんとまとめて、先ほどのステルスマーケティング

の話とか、ちょっと注意すべきことを今言ったような形で、現状の 新の知見として書いて

いただくことが、後に続く人にとっても都としてもいいと思いますので、ぜひそのようにお

願いいたします。ありがとうございます。 

 それでは、ほかにいかがでございましょうか。お二人挙がりましたので、杉浦委員、薬師

寺委員の順番でお願いします。 

○杉浦委員 今の御意見というか、御説明に対してコメントがあります。２つありまして、

一つは行動科学という研究とか実験がいかに行われるべきなのかという話です。もう一つは、

そのことをどう伝えるかというリスクコミュニケーションの問題です。 

 人々の行動を色々実証していこうというときに、意図が知られてしまうとうまく実証でき

ないということがある。それは必要なことなので、そういう実験をする際には、私たちが実

験をするときには、例えば倫理審査を受けて、しかも対象者に対してきちんと説明がなされ

るとか、参加したくない人には参加させないとか、きちんと後でディブリーフィングという

プロセスで説明するということがあるわけです。 

 今回の場合、今のアカデミックな世界における研究倫理の問題が全てに適用されてしまう

と何もできなくなってしまうという、極端に言えばそういうところもあるのですが、それで

は何もできないし、例えば影響力を与えるような色々な手段は、悪質商法にも使えるけれど

も公共的な利益のためにも使えるということを私たちは知っているわけで、そういうことは

きちんと説明されるべきことであろうと思います。 

 だから、専門家あるいは実験をする側は知っているけれども、消費者の側、需要家の側は
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知らないということ、情報の非対称性があってはいけないし、そういうことが実験として行

われていたということを、知ろうと思った人にはちゃんとわかるような形で伝えておかない

と、実は東京都はやらせを使って実験をしていたのだみたいな、そういうことが後からわか

ると、より評判とかここでの成果の信憑性が落ちてしまう可能性があるので、なぜそういう

実験が必要だったのかとか、東京都は何を目指しているのかという、ある種の価値に踏み込

んでいるところもあると思うのですけれども、それをきちんと説明してあることで、実験の

参加者にもきちんとそういう理解を得て、参加してもらっているのだと。それは色々な細か

な規定に突っ込んで、オーケーだったらオーケーでいいと思うので、それに同意してそこに

参加しているということを裏づけられるようなことがきちんと手続として行われているかと

いうことも、こういう報告書ではどこかに示しておいたほうがいいですし，示されていない

と、後で何かあったときに問題になると思いました。やっていることはすごく大事なことだ

と私も思うのですけれども、説明の仕方だとか、そういうことだと思います。 

○松橋座長 わかりました。我々も研究では倫理審査とか、特に個人情報を扱う場合には、

必ずそういうものを経なければいけないのですけれども、それに加えて、相手の行動に影響

を与える可能性があって、しかし、これは杉浦委員もおっしゃったように、我々としては別

に我々のために利用するわけではなくて、公共の利益というか、まさに温暖化、省エネとい

う人類全体のためにやっていることではあるのですけれども、そうはいっても、御懸念のよ

うに、後で変なところから突っ込まれて、せっかく善なる意思でやっているものが変に攻撃

されることは避けなければいけないことですから、そこはしっかりと説明責任を果たしてい

くというところを含めて、ぜひ対策をとっておくということでよろしくお願いいたします。 

 薬師寺委員、お願いいたします。 

○薬師寺委員 報告書の細かい内容、具体的な内容の中について申し上げたいことがござい

まして、26ページの「古いものを使い続け買い替えない（冷蔵庫・LED照明）」というところ

の一番下のほうに「省エネ行動をしてもらえない」と。これは私どものホームページとか、

色々な冊子とかでやるのですけれども、なかなか省エネ行動をしてもらえないという課題を

認識しておるのですが、その中の「施策の考え方やアイディア」で「将来的に、家電購入時

に、デフォルトで省エネモードとして出荷してもらう」と。デフォルトという考え方につい

ては非常に重要な考え方だと思っているのですが、今まで私がここに出てきて、ちょっと認

識が足りないのかもしれないのですけれども、省エネモードでデフォルト出荷するという論

議が出たかなと。同じく20ページの上から５行目にも「メーカー側がデフォルトで省エネ設
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定で出荷する」と、ちょっと表現は違うのですが、メーカー側が省エネモードで出荷設定す

るということで、具体的にどんなことをおっしゃっていたのか、覚えていらっしゃったら教

えていただきたい。今回の報告は冷蔵庫ですね。 

○倉田地域エネルギー課長 第１回検討会の際に、西尾委員の御発言の中にこのような発言

がございまして、また、東京都の考え方ともこの辺は合致しておったものですから、この一

文を加えさせていただきました。 

○薬師寺委員 第１回のときに言えばよかったのですが、資料をつくってきたので、委員に

回していただきたいのですけれども、この報告書は冷蔵庫ということだったので、これは日

本電機工業会で調査いたしまして、冷蔵庫の省エネモードとはどんなものなのかということ

を調べてきまして、資料を用意しましたので、御報告させていただきます。 

 結論から言いますと、各種の冷蔵庫を調べさせていただきまして、節電モードとかエコモ

ードとかいった節電を促す機能がございますが、省エネモードという呼び方の機能がないと

いうことで、ちょっと御説明させていただきたいのです。ここに書いてあります省エネの定

義といいますか、機械側からする省エネとは、一定のパフォーマンスを保ちつつ、いかに消

費電力を抑えるかということが省エネというのがメーカー側の立場です。電力供給側からす

ると、電力が減れば何でも省エネだという取り上げ方をするのですけれども、電気機器側か

らすると、省エネとは一定の性能を出した上で一番電力を使わないということなので、これ

をトップランナーでいかに下げていくかというような施策の中で、機器の省エネを進めると

いうのがメーカー側の重要な課題になっていると捉えていただければと思うのです。 

 そうすると、おっしゃったのは、多分、節電モードの意味ではないかということで、例え

ば節電モードの例としては、庫内の温度を食品に影響のない範囲で１度上げたり、氷をつく

るスピードをゆっくりさせたり、あるいは冬場は氷が要らないからストップするとかいうよ

うなことを節電モードと言っているメーカーがございます。カタログの中でもうたってござ

います。 

 ただ、こういったものは、氷ができる速度が遅くなったり、例えばアイスクリームがやわ

らかくなったりとかしますので、お客さんの使い勝手の中でこれを選んでいただくというこ

とにならないと、使い勝手が全てそうならないので、節電モードというのはオフで設定して

おります。ですから、お客さんがお買い上げになった後、私の家ではこういう使い方でいい

というふうに使うときに、節電をさらにやっていただくと電気が減るということになるので

す。多分、このことをおっしゃっているのだとしたら、報告書の表現としては、省エネモー
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ドというのはメーカー側からすると何か注釈を入れていただくなり言葉を変えていただくな

りというほうが助かるということでございます。 

 その下に、エネ庁が出している「家庭の節電メニュー」という中で、エネ庁も節電メニュ

ーというようなことをやっておられて、例えばその中には、庫内の「強」「中」「弱」の冷

蔵室の温度を変えるものは調整なのですけれども、これも一つ節電になりますというような、

節電という表現をされておりますので、その辺で報告書をつくるときに、東京都のものは、

メーカー側は省エネモードで出していないというふうに捉えられると思うのですが、実は一

番下に書いておりますように、メーカーのものをある一定のパフォーマンスで比べた場合に、

2006年と2016年で同じパフォーマンスを比べると、既に製品の出荷設定といいますか、製品

自体で47％の省エネになっております。これを使い勝手の中でさらに節電するというイメー

ジになるのですが、買替て持ってくること自体がもう省エネだと捉えてもらうと、既に省エ

ネモードで出荷設定されているということで、さらにそこから上手に使っていくというよう

なことで表現していただけないかと、メーカー側からの要望でございます。 

○松橋座長 今のお話は、過去の議論の経緯からしますと、薬師寺委員が御説明いただいた

中では、節電モードというのがそれに当たる感じですね。「デフォルトで省エネモードとし

て出荷してもらう」という表現ぶりからすると、トップランナーでどんどん省エネ化してい

るので、普通に買ってもらえれば省エネですというのは、この表現とはちょっと違うのだけ

れども、節電モードで出荷してもらうことは、電機メーカーとしてもやりづらいのですね。

つまり、氷がゆっくりできたらということからすると、いかがでしょうか。 

 このあたりはほかの皆さん、御意見はございますか。デフォルトで節電モードで出荷する

ことはちょっとできませんというような御意見だと思っていいわけですか。 

○薬師寺委員 あともう一つ、もしも書き方を言うならば、将来的ということで言うなら、

大分飛んでしまうのですが、例えばIoT技術だとかAI技術だとか、技術の進歩によって出荷設

定以上に使い方を勉強しながら、その使い方の家庭に合わせて節電がどんどん進んでいくよ

うな機能を開発していただくみたいな表現。それぞれに合った節電が自動的に進むとか、今

の流行りで言うとAIとかIoTとかの技術で、あと10年になるか15年になるか、20年かはわから

ないのですけれども、多分、それは実現できるとメーカー側も思っています。 

 そういった表現で、将来的にこういったことで、デフォルトですね。まさに何もしないで

いいわけですから、機器側が勝手に節電をしていくわけですから、そういった機能が望まれ

るみたいな表現をうまく書いていただくほうが、どうしてもここはデフォルトで何かメーカ
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ー側に言いたいということであれば、そういう表現の中でおさめていただけないかなという

のが一つ御提案です。 

○松橋座長 例えば、今のお話で言うと、子供がいて冷蔵庫を頻繁に開けるという家庭があ

ったとして、それに合わせた省エネはどういうものがありますか。この家庭はばんばん開け

ると、AIでそれを学習したと。 

○薬師寺委員 常に開けるというのも、夜は使わないかなと。開ける頻度が時間帯によって、

学習によって、ここの時間帯はあけないとかいうことがあると思う。一日中開けっ放しとか、

開けたり閉めたりというのはないと思うので、そういうことを考えると、余り開けない時間

には、庫内の温度を一度上げて運転するとか、夜になったら誰も使わないとか、冬になった

ら氷は余りすぐに凍らせなくてもいいとか、使い方を見て、氷をほとんど使っていないとか

いうことを学習し始めれば、冬はここの家庭は氷を使わないのだとかで、オフにしてしまう。 

○松橋座長 氷を使わないから、そこは自動的に節電モードにしても、そういう形なら大丈

夫と勉強していく。 

○薬師寺委員 機器が勉強しながら、学習しながら使い方に合わせてやっていく。無駄なと

ころを使わない。あるとしたら、お客さんが使うところはちゃんとやるとかいうようなイメ

ージなのです。メーカー側として今からやっていかなければいけないとしたら、デフォルト

という機能を実現するにはね。 

○松橋座長 デフォルトで省エネ運転ができるようにするには。 

○薬師寺委員 もうちょっと時間が欲しいですね。 

○松橋座長 家電製品のほうでも学習機能なりのイノベーションが必要ですという表現にし

ないといけないですか。 

○薬師寺委員 必要でしたら、AI機能とかIoTの技術を使ったみたいな表現かもしれないで

すけれども、どうしてもここを書かなければいけないとしたらね。 

○松橋座長 今、お二方が挙がったので、熊谷委員、西尾委員の順番でお願いします。 

○熊谷委員 今の部分のお話のところで、あとは今までの会議の中で出てきたものとして、

初に、お届けしたときに何か１枚ペーパーで添えるという案も出ていたかと思って、それ

をお伝えしたく。 

○松橋座長 お届けのときの１枚の紙で、こうやれば省エネ、節電になるのだけれども、そ

れはお客様が選んでくださいというようなメッセージを入れるということですか。 

○熊谷委員 初のときでは、節電モードはこうやるとできますというのを御説明するとい
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う案があったと思います。 

○薬師寺委員 20ページにフィードバックということで書かれていたものですね。フィード

バックのところでは、十分それは私どももわかっています。その前段のところにデフォルト

がまた出ていたので、フィードバックのほうでは、言っていただくのはメーカーとしても非

常に助かります。使い方がよくわかる。 

○松橋座長 そのような形のものは全然歓迎ですということでよろしいですか。 

○薬師寺委員 ウエルカムです。どんどんうまく使っていただきたい。 

○松橋座長 わかりました。 

 西尾委員、お願いいたします。 

○西尾委員 少しばかり、私の中途半端なコメントの話で議論になってしまいましたが、今、

熊谷委員からフォローしていただいた件で、まさに炊飯器の話を前回にしたことを思い出し

まして、そのときに私は何か記憶で、 近炊飯器を買ったのですみたいに雑談のように言っ

てしまいまして、そのときの写真を見てみると、炊飯器の中に、お買い上げ時はエコ炊飯コ

ースに設定されていますと。これは見えないでしょうけれども、内側に紙が入っていて、そ

の中に、お好みに合わせて炊飯コースをお選びくださいという注意書きも書かれている。こ

こで一つ薬師寺委員に質問で、この辺は冷蔵庫の話も似たようなケースがあるのか、炊飯器

独特のお話なのかというところが質問です。 

 全体のコメントとしましては、デフォルトと言いつつも消費者の選択を阻害してはいけな

いと思うのです。あくまでも、先ほどの実証試験の冷蔵庫の購入のところも、選択権は 後

は消費者に委ねられる。そこをきちんとキープしておくことが重要で、そのときに、皆さん

自由さもキープしながらも選択がよい方向にいくということであれば、こういう話は検討し

ていく価値があるのかなと思う次第です。 

 １点目のところで、小さな質問になってしまいますけれども、済みません。 

○薬師寺委員 冷蔵庫の場合は、多分、ないです。炊飯器の場合は、JEMAに確認したところ、

一時そういうことをやりまして、デフォルトでエコモードで炊きますと、何割の方からは、

炊きぐあいが悪いのではないかというクレームをいただいたような事例もあって、今ではそ

のエコモードの出荷はやめているという情報をいただいております。したがって、やはり全

ての方に全部適切なデフォルトというものがないので、メーカー側としては、まずは 大限

の性能を出してというような設定が基本的なベースの考え方になっているのかなと思います。 

○松橋座長 どうしてもこういうものは、1,000人のうち１人か２人でもクレームがつくと、
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商品を出している側としてはまずいということになるので、どうしても性能重視でいかざる

を得ないのですね。そういうことで、 初はエコモードで不便があっても、エコなのだから

という理屈がなかなか家電製品で通りにくい。お客様が自ら選ぶのであれば、どうぞおやり

くださいというようになるのですね。しかし、そこが行動科学のデフォルトというものとは

うまく整合してこない。 

○西尾委員 行動科学のデフォルトもそういう議論は脈々とあって、まさにデフォルトが正

しいのかというところの議論はあります。例えば臓器移植の同意の例がよく挙げられますけ

れども、あれも本当に正しいのはどちらなのだろうとか、その議論とセットにしていくべき

だねというお話が、よくよく考えると、先ほどのステルスマーケティングの話とも近いかも

しれないのですけれども、そういうところの議論を避けては通れない。今日もそういう観点

の御指摘だったと思います。 

○松橋座長 フレーミング効果のアジアの病気問題とか、あれなどは一番激しい。確かにそ

れは非常に難しい問題で、一概に答えが出せないのだけれども、ともかく薬師寺委員のご意

見としては、節電モードで出すというわけにはいかないということだけはよくわかりました。 

 山川委員、お願いします。 

○山川委員 時間がないのに済みません。手短に申し上げますが、今の議論をお伺いしてい

て、メーカー側はクレームが出ると困るからという理由もあると思っています。一方で、デ

フォルトで省エネモードという話は、例えば冷蔵庫であれば庫内の設定温度を弱めるとか、

テレビであれば画面の明るさを抑えるとか、そういう行為が、知っていても面倒くさいとか

やり方がわからないとかいう理由でなかなか行われていないことを考え、 初からこういう

モードにすれば進むのではないかという、そういう発想だと思います。 

 今の段階では、メーカーの方のお立場や御意見もよく理解できますが、ただ、これから世

の中がもっと省エネ意識が高くなって、機器は色々なものがエコモードでもともと出荷され

ているのだということが、何年か後に消費者全体の意識として醸成できるような状況になれ

ば受け入れられていくと思うのです。なので、今の段階でどうするということをはっきり書

くのは難しいかもしれないのですが、そういう世の中になるように持っていく必要があると

思っております。 

○松橋座長 ありがとうございます。 

 薬師寺委員からメーカー側の考え方をご報告いただきましたが、一方で、山川委員から御

指摘があったように、社会全体の規範というか、そういうものが、それが当たり前なのだと。
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そういえばだけれども、違う例で言うと、スウェーデンに行ったときにストックホルムにバ

イオガスで走る車があって、低圧で入れているからすごく時間がかかるのです。視察に行っ

たら、これはかったるいなと言って、メタン主体なのだけれども、バイオガスですから多少

純度が悪い。しかも入れるのに何分もかかる。その間、たばこか何かを吸っているのだけれ

ども、いいのだと言って、これはグリーンのマークがついていて、税とか、ガソリン税みた

いなものが非常に優遇されているのです。不便なのだけれども、受け入れているわけです。

消費者が受け入れれば、エコなものといいますか、結果的にCO2の少ないものが、充塡の時間、

性能が劣るものでも社会としてそれを受け入れている。そうなればいいのだけれども、日本

の場合、やはりそこまで行っていない。熊谷委員が以前に御指摘された中でも、むしろ今は

ヨーロッパの主要な国より日本人のほうが省エネに対する意識が遅いとか、あるいは温暖化

に対しても非常に懐疑的で、残念ながらかなり遅れているのです。 

 だけれども、それだけではなくて、もちろん性能に対しては厳しい御意見が出るのもまた

理解できるところなので、現時点では薬師寺委員のご指摘に基づいて書くこととなる。しか

し、社会的な意識の変化いかんによっては、将来的にはデフォルトに省エネ運転みたいなも

のが入る可能性がある。あるいは薬師寺委員から御指摘いただいたようなAIの進展によって、

個々の使い方を学習した上で、さらにそこに省エネ運転をかぶせていくようなことも将来的

にはあり得るということを書いていただく。そういうことかなと思います。 

 そういうことで、多分、このあたりの記述が数倍に膨らんで内容が深くなる。同時に課題

も認識されると思いますので、そういったことでお願いできますでしょうか。よろしいです

か。残り時間が少なくなってまいりましたが、まだ１点ぐらい、ちょうどお二人の手が挙が

りましたので、そのお二人から御意見をいただいてまとめようと思います。 

○熊谷委員 ありがとうございます。報告書の構成のようなところでお伺いしたいのですけ

れども、先ほど実証実験の結果をどう入れるかという話で大分色々な御意見が出たと思うの

ですが、この中にどのような形で実証実験の話が入ってくるのかなということをお伺いした

くて、お願いいたします。 

○松橋座長 はい。 

○倉田地域エネルギー課長 今回の実証実験の結果につきましては、大変興味深い実証実験

の結果が出てまいりました。本日の委員の皆様の御意見や御提案を踏まえまして、都の既存

の施策あるいは新規施策に生かしていきたいと考えておりますけれども、この報告書の中に

は、今回、委員の皆様からいただいた御意見や提案等について、盛り込ませていただければ
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と考えております。 

○松橋座長 わかりました。今のことで何かございますか。 

○熊谷委員 そうすると、実証実験に関しては、何らかの公表というか、こういう結果でし

たというのは別に御用意されるということでしょうか。 

○倉田地域エネルギー課長 実証実験のほうは別に取りまとめまして、今年度中に 終報告

という形で報告させていただく予定でございます。 

○松橋座長 そういうことでよろしいですか。この報告書とはまた別になるということです。 

○熊谷委員 そうすると、実証実験の結果の別のものを参照して、こちらの報告書も読むと、

こういう話がされていたのだなということが理解できるという構成になるイメージですね。 

○倉田地域エネルギー課長 そうです。東京都としては、検討会と同時並行で実証実験をや

ってきたという形で読まれると、より理解が進むかなという形になります。 

○熊谷委員 わかりました。 

○松橋座長 後に天野委員からお願いいたします。 

○天野委員 全体の構成についてなのですけれども、冒頭の検討会設置趣旨で、世界一を目

指すということでこれは非常に重要だと思うのですが、やっているのは、世界一を目指すた

めだけではなくて、世界や気候変動条約とか日本の約束草案とかで絶対的に減らさなければ

いけないノルマもあって、どういう状況でということが一つあると思うので、その辺も出し

ていただくこと。それから、東京都はもちろん世界一を目指すのですけれども、日本におけ

るノルマがある中で、日本に対する日本の中での東京都の役割やあるいは比重も大きいとい

うことも入れていただいて、もうちょっと大きい背景も入れていただけるといいと思います。 

○倉田地域エネルギー課長 わかりました。天野委員から御指摘がありました世界一の環境

都市東京というフレーズなのですけれども、これは東京都の実行プランという長期計画の中

の定型フレーズなのです。そういった視点もある一方で、天野先生がおっしゃるとおり、東

京都がこれから何を実施していくか。日本の中で東京都の立ち位置とか、実際にどういう行

動をとっていくかは非常に重要な話だと思いますので、そういった視点を踏まえまして、こ

の内容についてもう一回検討させていただきたいと思います。 

○松橋座長 わかりました。天野委員の御指摘どおり、我が国の全体の目標があり、もちろ

んその中の東京都という位置づけがあるわけです。その一方で、東京都は東京都で世界一を

目指していくということもありますので、そこをバランスよく 終報告書の中では入れてい

ただきたいと思います。 
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 以上でほぼ時間となっておりますが、大丈夫ですね。今日は全部これで終わりですという

ことではなくて、 終回に報告書を完全な形で、今日いただいた御意見をもとに修正したも

のを出して、 後にまとめていくという形ですから、もう少しだけお時間があるのですが、

今日はかなり本質的な御意見を色々いただきましたので、いい御意見をもとに修正をして、

次回に取りまとめということになりますので、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、 後に事務局から、今も若干触れましたが、今後の予定について御説明いただ

きたいと思います。 

○倉田地域エネルギー課長 委員の皆様、本日は貴重な御意見をまことにありがとうござい

ました。皆様方の御意見を踏まえまして、もう一度この報告書の内容については精査させて

いただきまして、御提案させていただきたいと思います。 

 今日の資料ですけれども、大変厚い資料で、重たいものでございますので、もし郵送を御

希望される委員の方がいらっしゃいましたら、事務局に申していただけると別途郵送させて

いただきますので、よろしくお願いします。 

 第５回、次回の検討会についてですが、２月23日金曜日の15時からを予定してございます。

また次回、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、まことにありがとうございました。 

○松橋座長 どうもありがとうございました。 

（午後５時０１分閉会） 


