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省エネの問題構造 
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現状

バリア

バリアを
取り除く

ポテンシャル

省エネ対策の
実施

西尾他（2010）”業務部門における省エネルギー対策の取り組みレベルと促進要因”, 電中研報告Y10026. 



なぜ儲かる省エネが進まないのか？ 
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バリア 内容 

資金・投資回収 資金調達が難しい／数年で投資回収できないと難しい 

リスク トラブルやクレームにつながるかもしれない 

情報不足 省エネ手法についての情報・ノウハウがない 

動機の不一致 
オーナー・テナント問題など、関係するアクター間の思惑
が一致せず、取り組みが進まない 

限定合理性 時間や気持ちの余裕がなく、検討能力にも限界 

隠れた費用 設備費以外にも費用が発生（取引費用、機会費用） 

惰性 従来からのやり方を変えることへの抵抗 

関心・意識 省エネへの関心が欠けている（特に経営者） 

組織構造 
組織の縦割り構造などのために、すべき対策はわかってい
るのに進められない 

Sorrell, et al., “The Economics of Energy Efficiency,” 2000 より作成 



省エネ政策・プログラムの基本類型 
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規制的手法 

企業・消費者の活動を
制限し、基準に反した
場合は罰則を与える 
 
〈例〉 
●省エネ法 
●トップランナー基準 
●総量削減義務 

補助金などによって、
企業・消費者の行動を
ある方向に導く 
 
〈例〉 
●省エネ設備補助金 
●エコポイント 
●エネ革税制 
●環境税・排出権取引 

情報を提供することで、
企業・消費者の行動を
ある方向に導く 
 
〈例〉 
●省エネラベリング 
●住宅性能表示制度 
●省エネ診断制度 
●見える化支援 

関心不足や動機の不一致、経済的リスク、 
情報不足などの省エネバリアを取り除く 

家庭や企業の省エネ行動・設備導入を促す 

経済的手法 情報的手法 

木村2010（省エネルギー政策の実効性評価と改善提案、電力中央研究所フォーラム）をもとに作成 

行動科学的知見をとりいれることで効果が高まることが期待される 



“ナッジ” 
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ひじでそっと突く、軽く押す； 
（人の）注意を引く； 
（ある状態などに）近づく 

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（choice architecture） 

(プログレッシブ英和中辞典) 

(“Nudge”, Thaler and Sunstein, 2008；邦題「実践 行動経済学」) 

nudge 
 

【nʌʤ】 
 ' 

2017 

より良い方向に行動を導くための手法として、 
2000年代後半に提唱された行動科学的アプローチ 

狭義／ 
専門的 

広義／ 
一般的 



公共目的におけるナッジの例 
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交通安全 

医療 臓器移植の意思表示をデフォルトで 
「提供する」にし、自由退出制にする 

公衆衛生 

カーブでの自動車の 
減速を狙った特殊な車線 

事故率減少 

ドナー不足による 
死亡の減少 

福祉 
年金の貯蓄率を昇級にあわせて 
自動引き上げにする 

健康増進 
カフェテリアで低カロリー食品を 
手の届きやすい場所に置く 

退職年金の 
貯蓄率向上 

肥満防止 

清潔度向上 
トイレの小便器に 
ハエのシールを貼る 

2017 

公共目的実現の好例である省エネ分野でも、 
行動科学知見の活用が期待される 

6 



人間の振る舞い 
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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 
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。 

限定合理的 
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 
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。 

社会的 
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 
一度決めたことは、誘惑に負けず必ず実行す
る。 

非自制的 
目先の誘惑に負けて、問題を先送りしがちで
ある。 

行動科学的アプローチでは、 

現実に歩み寄ることを重視する 

小松・西尾（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. 



損失回避性 
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価 値 

利 得 損 失 

お得感 小 

損失感 大 

「プロスペクト理論」の価値関数 
・参照点依存性 
・損失回避性 
・感応度逓減性 
(カーネマン&トヴェルスキー、1979) 

「こうすれば○○ドル得」というメッセージよりも、 

「このままでは○○ドル損」のほうが有効と言われている 



情報過多／選択過多 

 「情報の豊かさは注意の貧困をもたらす」 
 Simon (1971). “Designing organizations for an information-rich world. Computers”, Computers, 

communications, and the public interest. 

 選択肢が多過ぎると判断しづらくなる（ジャムの法則） 
 Iyengar & Lepper (2000). “When choice is demotivating: Can one desire too much of a good 

thing?”, Journal of Personality and Social Psychology, 79(6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他方で、選択過多問題は傾向不明瞭という指摘も 
 Scheibehenne, et al. (2010). “Can there ever be too many options? A meta-analytic review of 

choice overload”, Journal of Consumer Research, 37(3).  
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限定合理性を踏まえると、 

状況次第では情報や選択肢の絞り込みを考える価値がある 

24種類 6種類 

試食率 

購入率 

60% 40% 

×3% ×30% 

＝2% =12% 売上 

陳列 



同調性 
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この地域の77％の住民はエアコンの
かわりにファンをよく使っています

社会
規範

情報
のみ

どうすれば省エネできるか？エアコン
のかわりにファンを使えばいいんです

環境
保護

エアコンのかわりにファンを使えば一ヶ
月で262ポンドのCO2排出を減らせます

社会的
責任

エアコンのかわりにファンを使えば一ヶ
月の電力量消費量を29％減らせます

個人利益エアコンのかわりにファンを使えば
一ヶ月54ドルを節約できます

個人
利益

Nolan et al.（2008）より作成

翌月の消費量（kWh/日）
12.0 13.0 14.0 15.0

典型的な情報提供よりも、 

同調性傾向を踏まえた周囲比較が有効という知見が出てきた 



ナッジの6つの典型的アプローチ 
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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 

情報提供の効果を 

高める設計 
選択の 

体系化 

選択肢が複雑な時には
おすすめを絞り込む  

節電対策メニューの
提示 

マッピング 選択と結果の対応関係
をわかりやすく示す  

電気料金変更による
支払額比較 

デフォルト 大勢の人がデフォルト
の選択肢を選ぶ  

出荷時設定に 

省エネモードを採用 ミスや反応の限界を 

前提にした設計 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 
小松・西尾（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. 



事例1：マンションのピーク節電実証 
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 野村不動産、ファミリーネット・ジャパン「スマートマンション・
エネルギーシステムに関する省エネ調査」の一環で実施 
 スマートメータデータにもとづき、周囲比較等を活用しつつ、パーソナライ

ゼーションした省エネ情報を提供 

 約1年余りの実証において、系統ピーク時間帯で最大1割程度の節電効果 

※昨夏実績より。
電力ピークが大きかった上位10日のうち
9日間で、14時台に発生していました。

東京電力管内で電力ピークが
発生しやすいのは．．．

真夏の平日14時台 の節電に
ご協力お願いします！

あなた

平均

世帯

省エネ

世帯

0 500 1,000

あなたは、省エネ世帯の

使用していました。
約 3.6 倍

先週 14時台 の使用量比較
8/5(月)～8/11(日)

W

0
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900

1,000

0時 6時 12時 18時

W

先週のあなたの使用パターン
8/5(月)～8/11(日)

次の図で、 に絞って、
他世帯と比較してみましょう。

14時台

真夏の平日14時台 には、
エアコンの使用電力が

高まります！

１時間だけエアコンを我慢し、
扇風機を使用してみては？

※政府資料(14時台の平均電力使用)
より作成

（イメージ図）

向井他（2015）”スマートメータデータを活用した情報提供と行動変容－集合住宅におけるピーク抑制・省エネ実証事例－，電中研報告Y15002. 



事例2：HERs(Home Energy Reports)実証 

 平成27年度経産省委託事業として、住環境計画研究所・北陸電力・
オーパワージャパンが共同実施 
 周囲比較等の行動科学的 

知見を活用 

 2万世帯に2回郵送し、 
郵送していない2万世帯の 
使用量と比較することで 
省エネ効果を推定 

 送付から2ヶ月後に、 
1.2%の省エネ効果 

 送付世帯の1/3で、電力 
会社へのイメージが向上 
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図 2.10 サンプルレポートのイメージ 

 

図 2.11 グループごとに異なる電力消費量の表示 

  

表 裏

表

▼グループ5

▼グループ9

▼グループ3

▼グループ2, 4, 6, 7, 8

住環境計画研究所, 2016. 平成27年度
エネルギー使用合理化促進基盤整備事
業（エネルギー使用状況等の情報提供
による家庭の省エネルギー行動変容促
進効果に関する調査）調査報告書. 



行動変容策の実験計画や効果検証のあり方 

影響要因を特定可能か？ 

比較対照を確保しているか？ 

サンプル数は十分か？ 

効果の継続性は十分か？ 

効果に一般性はあるか？ 

有益なデータを扱っているか？ 
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西尾・向井（2015）”省エネルギー・デマンドレスポンスの実証研究における実験計画や効果検証のあり方”, 電中研報告Y15009. 

効果は往々にして微細（薄く広い）であるため、 
知見獲得に向けて適正なプロセスが求められる 



“behavioural change” 

 温暖化・省エネ対策の深掘りのためには、従来の取り組みでは不十
分であり、行動変容策の積極活用も視野に入る。このような潮流は、
IPCCの最新報告書や海外の動向に既に現れている。 

 我が国は、世界トップレベルの高効率技術を創出してきた。他方で、
技術(ハード)的水準と比して、行動(ソフト)的側面の検討は後発と
思われる。エネルギー利用行動の実際が理想とかけ離れていること
への理解は進んできたが、課題解決の枠組みとして、行動科学的な
視点が明に意識されることはさほどなかった。心理学や経済学、行
動科学などの知見も取り込むことで、可能性や課題を明らかにする
ことは有益。 

 技術開発や技術検証的も重要だが、行動科学的アプローチの採用や、
その基盤的知見を獲得するための実証等も、あわせて推進していく
必要がある。 
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