
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・中小業務における「電気代そのまま払い」
社会実装のための提案書

平成29年3月

Proposal for Implementing Pay-As-You-Save Scheme    
for Energy Efficiency Improvement in Residential and SMEs

Strategy for Technology Dissemination

Proposal Paper for Policy Making and Governmental Action 
toward Low Carbon Societies

国立研究開発法人科学技術振興機構
低炭素社会戦略センター

LCS-FY2016-PP-11



低炭素社会実現に向けた政策立案のための提案書

 技術普及編　家庭・中小業務における「電気代そのまま払い」

　　　　　　社会実装のための提案書 平成 29 年 3 月

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

低炭素社会戦略センター（LCS）

低炭素社会実現に向けた政策立案のための提案書

技術普及編 家庭・中小業務における「電気代そのまま払い」

社会実装のための提案書  平成 29 年 3 月 

概要

パリ協定も発効し、日本は大幅な低炭素化を国際的に約束している[1]。その実現のためには、

再エネの利用はもちろんであるが、省エネルギーが重要である。また、カーボン・バジェットの

考え方を鑑みると、省エネルギーを早い時点で実現することは、意義が大きいものとなる。一方

で、新築の建築物に対する断熱性能などの基準は整備が行われているが、既築住宅や雑居ビル、

小規模店舗などに対する有効な省エネ政策は実現していない。

低炭素社会戦略センター（LCS）・東京大学工学系研究科松橋研究室・新領域創成科学研究科吉

田研究室・プラチナ構想ネットワークを中心に、2014 年度から、「電気代そのまま払い」を提案

し、協働プロジェクトとして研究・実証を進めてきた。Pay-as-you-save(PAYS)の考え方に基づき、

初期投資は不要で、省エネや創エネによるメリットを比較的長期にわたって返済することで、家

計にとっては追加的出費なく低炭素化投資が実施できるという枠組みである[2][3]。英国・米国で

は類似の政策が実施され[3]、英国では頓挫、米国では進展している。我々プロジェクトチームは、

諸外国での事例も大いに研究・分析し、参考にしながら、また日本の事業者に対する密なヒアリ

ングも実施し、①静岡ガスによる家庭用冷蔵庫買替プロジェクト、②下川町（北海道）における

家庭用冷蔵庫買替プロジェクト、③水俣市（熊本県）における業務用冷蔵庫買替プロジェクトの

3 件を推進してきた。 
これまで、静岡ガスが主体となった「電気代そのまま払い」プロジェクトでは、20 件の冷蔵庫

の電力消費の計測をし、5 件買替提案を行い、うち 2 件が「電気代そのまま払い」による冷蔵庫

の買替を実施した。静岡ガスの子会社である静岡ガスクレジットによるリースによって、電気代

節約分相当（みなし）の金額を、月々リース代として支払うことで、初期投資なしに 20 万円近い

冷蔵庫を最新のものに買い替えた。買替によって 60%以上の省エネが実現した。また、静岡ガス

の実証実験に加えて、北海道下川町と熊本県水俣市でも、冷蔵庫の電力消費を計測後、高効率の

新しい冷蔵庫に買替がそれぞれ 1 件ずつ実施され、電気代節約分（みなし）による返済スキーム

を実施している。

買替を実施した家庭に対して静岡ガスが実施したインタビューによると、実際に冷蔵庫の電力

消費を計測したことが、買替の環境性・経済性についての説得力を増したことがわかった。一方

で、ガス会社の子会社であるリース会社としては、移動や転売が容易な家電についてのリースの

経験がなく、債務不履行リスクについて不確実性が高いことが、本スキームを実際の事業として

拡大する際のネックとなることがわかった。

以上の実証実験による経験、事業者へのインタビューを考慮し、今後家庭や小規模業務におけ

る低炭素機器導入を進めるための「電気代そのまま払い」の実現については、①安価な計測器と

自動での機器分離技術の活用による見える化・診断・買替・返済プラン・契約までワンスルーの

システム＆アプリ開発、②家電の転売・債務不履行リスクについて保証する実証実験の実施、を

提案する。

また、冷蔵庫について LCS にて進めてきた研究によると、2014 年時点において 1999 年以前の

冷蔵庫保有は、全体の冷蔵庫保有の約 16～20%と推計され、また、2014 年時点のストック効率デ

ータによってすべてが高効率冷蔵庫に買い替えられたとすると、家庭からの CO2排出量は、1386
万トンの削減が実現できる(家庭からの電力利用分も含む 2015 年度排出量の約 7%)。日本の冷蔵

庫保有台数は約 6000 万台と推計され、この 2 割が 15 万円の冷蔵庫購入に結び付くとすると、経

済効果は約 1.8 兆円規模となる。 
「電気代そのまま払い」の実施者にとって、電力価格が今後大幅に下がるというリスクは存在

するものの、安定的に省エネ収入が担保できる省エネ投資について、IT 技術を生かした家庭・小

規模業務におけるポテンシャルを顕在化させることは、経済の活性化にも有効な対策である可能

性が高い。
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Summary 
Paris Agreement has become effective, and Japan also ratified to commit to the agreement. It is important 

both to deploy renewables and efficiency improvement measures. Also, it is important to make the change 
earlier since we will use up our carbon budget if we wait for natural replacements. 

In Japan, building standards for newly built buildings have been consolidated, however, no effective policy 
measures against existing buildings and homes has been implemented yet.  

The Center for Low Carbon Society Strategy (LCS), Matsuhashi Laboratory and Yoshida Laboratory of 
the University of Tokyo, and Platinum Society Network has formulated a joint project to induce more energy 
efficiency improvement in household and small business sectors. We have suggested a policy of “Pay-As-
You-Save” scheme for Japan, which targets to include electric appliances which has not been included in 
Green Deal in UK, and PACE (Property Assessed Clean Energy) scheme. The idea is to allow households 
and small businesses to implement appliances without initial cost, and monthly repayment will be paid by 
the electricity fee saved through replacing old appliances to the new and efficient ones. We have conducted 
a research to review similar policy scheme or business scheme inside and outside Japan, and designed the 
social experiments with our partners in 3 sites. These are, 1) Household refrigerators replacement with 
Shizuoka Gas Company, 2) Household refrigerators replacement with Shimokawa Town (in Hokkaido 
Prefecture), 3) Small business’s refrigerators replacement with Minamata City (in Kumamoto Prefecture).   

We have measured electricity consumption by the refrigerators at homes, and analyzed if it can be paid off 
within 10 years using our PAYS scheme. Among the households in the project with Shizuoka Gas Company, 
we have made recommendation to 5 households to replace the refrigerators among 20 households measured, 
and 2 households has decided to use Shizuoka Gas’s PAYS scheme. The households have replaced their old 
refrigerators without any initial payment, but they repay monthly fee which is equivalent to the estimated 
saved fee. Their electricity payment for the refrigeration has reduced by more than 60%. In the project with 
Shimokawa town, 1 household out of 12 households measured, replaced its refrigerator, and achieved around 
65% electricity saving. In the project with Minamata city, a small restaurant has replaced its refrigerators 
using our PAYS scheme. 

According to the interview conducted by Shizuoka Gas Company to the households, it was very effective 
to increase the persuasiveness to see the actual measured data for the electricity consumption by refrigerators. 
On the other hand, leasing company which has provided the leasing scheme for the household refrigerators, 
electric appliances are movable, and they see possible higher risks to construct the leasing system for the 
refrigerators. 

Therefore, we consider it is very effective to implement less expensive, but high performance measurement 
technology which is lately utilized by using AI technologies. There are already several companies 
implemented measurement appliance to put master power distribution board, and attain very high resolution 
data, to separate to the electricity used by each appliance. We suggest to have a one-through system that the 
user will just put the appliance, and install the smartphone application, and all the electricity usage can be 
seen at the smart phone, and also the suggestion to become more efficient, and the price and recommended 
financial support would appear. 

Another bottle neck can be solved by supporting the risk of non-payment by the public sector, such as 
national or local government for the sake of transition to low carbon society. When the risk is not easy to 
estimate at the initial stage, it tends to be set higher, and block the implementation. Support by the government 
to cover when the risk realize will be a big support to reduce the uncertainty of the business.  

We assume old refrigerators older than the age of 15 account for 16 to 20 percent of all household 
refrigerators in Japan, and have a potential to save 7% of household CO2 emissions (Scope 1 & 2). Also, we 
can expect to have economic impact of around 1.8 trillion yen if all refrigerators older than 15 years old are 
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replaced. 
We still have a risk of lower electricity prices in the future, however, efficiency improvement in the 

household sector by replacing old appliances have a big potential not only for the CO2 reduction, but also for 
the economic impact.  
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1. 提案の目的と背景 

日本もパリ協定を批准し、今後 2100 年までにほぼ温室効果ガス純排出ゼロとすることを目指

すことを国際的に約束した。2030 年については、2013 年比で 26%減の約束草案を提出している。

今後についても 5 年ごとの「2℃より十分低く 1.5℃に抑える努力」を追求する貢献量を提出また

は更新していくことになっている[1]。 
IPCC が示す 2℃以下となるシナリオでは、世界全体で 2050 年までには年間排出量を半分以下

にしなくてはいけないし、先進国はこれまで既に排出した分もあるので、2050 年までには 80%減

を目指すべきとされており、日本の中央環境審議会でも 2050 年までに 80%削減が決議されてい

る。 
年間の温室効果ガス排出量を、現在の水準から 2030 年までには約 3/4 まで減らし、2050 年ま

でには 1/5 まで減らす、このような大幅な低炭素社会への転換を日本は目指しているのである。 
低炭素社会の実現には、省エネルギーと再生可能エネルギーの進展が欠かせない。本提案書で

は、特に手つかず、つまりポテンシャルが高いといわれている家庭・業務（特に小規模業務）部

門の省エネ進展に焦点を当てている。具体的には、これまで LCS 等が提案してきた「電気代その

まま払い」[2][3]について、これまでの実証実験や計測からの分析をまとめ、今後の社会実装に向

けた政策提案を行う。 

2. これまでの取組みと課題 

2.1 電気代そのまま払いとは 
「電気代そのまま払い」とは、省エネ・再エネ機器を家庭等に設置する際に、初期費用をファ

ンド等が肩代わりし、月々の返済額は、省エネ分・創エネ分以下に設定する枠組みである。つま

り、家庭は一切のライフコスト増なしに、低炭素機器の導入ができ、返済終了後は省エネ・創エ

ネによるメリットを享受できるということになり、可処分所得が増加することになる。 
図 1 に、省エネの場合の「電気代そのまま払い」の仕組みを示した。 

 
図 1 「電気代そのまま払い」の仕組み 

 
2.2 通常ローンと何が違うのか 
通常ローンと「電気代そのまま払い」の仕組みが異なる点は以下のとおりである。（実証実験に

よっては、実現できていない箇所もある。） 
１．電気代・ガス代といった、機器設置によって削減される光熱費に上乗せて返済が支払われる

3. ローンは差額該当分から
光熱費に併せて支払う

4. 完済後は導入家庭が
光熱費削減のメリットを享受

2. 省エネ機器の導入により
光熱費が減少する

導入前

導入後

導入前

導入後

導入前

導入後

導入家庭は何年かにわたり
導入前の光熱費と同額程度を
仲介企業等に払い続ける
追加の支払、手続きは不要

ローン返済 可処分所得の増加

1. 代金はファンド等が一旦肩代わり
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ことから、電気代やガス代が「そのまま」で機器のみが設置されることになる。また、電気

代・ガス代は不払い率が大変低い財であり、デフォルトリスクも下がる。 
２．返済が、省エネ・創エネによって増加する可処分所得以内であることから、月収で生活する

個人にとっては、（理論的には）月々の出費が全く影響を受けず、機器のみが設置されること

になる。また、返済終了後は可処分所得が増加する。 
 
なお、文献[3][4][5]において、英国グリーンディール政策と米国 PACE(Property Assessed Clean 

Energy)政策を紹介しているが、英国グリーンディールの場合は電気代に上乗せて返済し、米国

PACE の場合は固定資産税に上乗せて返済することで、デフォルトリスクを下げる工夫がされて

いる（固定資産税は破産等のデフォルト時に先取権、つまり先に担保等からの回収金額を得る権

利がある）。 
 
2.3 諸外国や国内の類似の取組み 

LCS では、初期投資ゼロにて家庭の省エネルギーの進展を実現するための政策として、英国の

グリーンディール、米国の PACE の状況を調査し、そのような枠組みを社会実装する際の方策や

課題について調査してきた。さらに、日本においても初期投資ゼロにて節約分または創エネ分に

より返済する仕組みで事業を行う事業者に対し、ヒアリング等を実施し、状況の調査を行ってき

た。 
各種政策について、表 1 にまとめた。 
英国グリーンディールと米国 PACE については、家庭を対象としていて、特に返済義務が不動

産に付帯する点が特徴的である。大きな違いとしては、グリーンディールは電気代に上乗せて返

済するのに対し、PACE では固定資産税に上乗せて返済する点である。電気代・固定資産税とも

に債務不履行のリスクは低い支払い手段である。また、グリーンディールは、国をあげての政策

であるのに対し、PACE は州が PACE を可能とする（つまり、市や郡（カウンティ）が固定資産

税を通じて省エネ・再エネ改修費を徴収できるようにする役割を規定する）州法を整備し、実施

は融資を行うファイナンス会社と自治体にてプロジェクトをそれぞれ構成するものであり、多様

な形態が実在している。英国は中央政府が作りこみ、米国は州やそれぞれのやりやすい方法に任

せるという方法である。 
現時点において、英国グリーンディールにおいては、大臣の交代や、グリーンディールを選択

せずに一括払いで省エネ改修を実施したり、また、エネルギー企業義務(ECO, Energy Company 
Obligation)の枠組みでの省エネ改修の方が数が多いなど、事績が振るわなかったこともあり、2015
年 7 月をもって、グリーンディールファイナンスカンパニーは新たな融資を行わないと決定し、

事実上の終了を迎えている。一方、米国 PACE は、現在も拡大を続けている。英国グリーンディ

ールのような作りこんだ政策の場合、中央政府の関与が大きすぎることによって、手続き等の煩

雑さが増し、機動性が失われ、手数料も下がりきらなかった（競争が起きなかった）といった事

態が起きたと想像する。一方で、米国 PACE は、事業者の創意工夫が十分に発揮される自由度を

保ったことから、様々な形態のサービスが生まれ、拡大を続けているのではないだろうか。 
また、日本においては、家庭部門を対象とした初期投資ゼロの取組みとして、住宅メーカーが

新築住宅建築時にソーラーを追加費用ゼロで設置し、その分を売電収入から回収するというモデ

ルが事業化されている。一方、省エネ機器について、既築住宅に設置するような事業について、

初期投資ゼロで実施する事業はほとんど存在しない。その理由や課題ついては後述するが、唯一

オリックスと NEC の子会社である ONE エネルギー株式会社は、家庭向けに蓄電池リースを月々

8,700 円(税抜)にて実施している。10 年間のリースであり、終了後は廃棄が家庭では手間がかかる

ことなどもあり、回収する契約となっている。 
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表 1 初期投資ゼロでの低炭素機器導入のための政策・事業の事例 

 グリーンディー

ル 
PACE (Property 
Assessed 
Clean Energy) 

PAYG エナジーバンク

ジャパン 
ONE エネルギ

ー 

国 英国 米国 アフリカ・イン

ド等途上国 
日本 日本 

開始年 2013 年 1 月 2008 年 2010 年前後 2010 年 2013 年 
対象部門 家庭(業務)* 家庭・業務 家庭 業務(自治体・中

小企業) 
家庭 

対象機器 断熱、ボイラー

入替、太陽光・太

陽熱等再エネ機

器、HP 給湯器 

暖房・空調、照

明、屋根、断熱、

給水ポンプ、モ

ーター、ソーラ

ーパネル 

ソーラーホーム

システム（小規

模ソーラー+バ
ッテリ+LED 電

球+携帯充電器）

ソーラー等再エ

ネ、省エネ 
蓄電池 
(5.5kWh、リチ

ウムイオン) 

返済期間 25 年以内 15～25 年(プロ

ジェクトによ

る) 

多くが 2～5 年

以内 
プロジェクトに

よる 
10 年 

返済額 みなし省エネ額

を下回る額 (事
前診断にて決

定、契約) 

同左 月々1～10 ドル

(国やプロジェ

クト、仕様によ

る) 

計測して実際に

発電や省エネし

た金額 (変動型

リース) 

月々8,700 円(税
抜) 

返済方法 電気代に上乗せ

(電力会社は返

済代行が義務付

けられている) 

固定資産税に上

乗せ (評価額が

上がる )て自治

体が回収代行

し、ファンドに

返済する 

利用時に携帯連

動で電子マネー

が支払われるも

のや、集金人が

集金するものな

どがある。 

リース代として

支払う 
月々口座引き落

とし 

返済義務 不動産に付帯す

る（引っ越し時

には不動産に債

務が残る） 

同左  自治体や企業 個人 

*業務については理論的には可能だが、2015 年 7 月に融資が停止されるまでの間、業務部門の実績はなかっ

た(DECC 担当官との e-mail による通信より)。 
 
2.4 実証実験の取組み概要（冷蔵庫を対象に） 

2014 年後半より、静岡ガス株式会社、北海道上川郡下川町、熊本県水俣市と協働で、冷蔵庫を

対象とした実証実験を行うべく、電力消費の計測をスタートさせた。冷蔵庫を対象としたのは、

稼働時間が家庭によって異なる照明やエアコンと異なり、24 時間 365 日稼働することが基本とな

ることから、省エネ量の家庭による変動幅が小さいことが予想されたからである。加えて、冷蔵

庫に利用しているヒートポンプ技術のこの 15 年程度での効率向上は目覚ましく、買替による省

エネ効果が大変大きいことが予想されたのも、選択の理由である。 
「電気代そのまま払い」プロジェクトは、LCS に加えて、COI-S 東京大学、プラチナ構想ネッ

トワークがその主体（「電気代そのまま払い」プロジェクトチーム。以下、プロジェクトチーム）

となっている。主体となっている 3 者の主な役割としては、COI-S 東京大学（東大松橋研）はプ
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ロジェクトの実施主体であるとともにデータの分析を行い、LCS は政策提言、プラチナ構想ネッ

トワークは実証実験時の参画主体の募集や、政策普及時の参画主体の募集などを行うこととして

いる。 
各実証実験構成に応じて、企業・団体や地方自治体、政府関連部署の協力を得ている。 
現在、実証実験については、多くの場合 24 時間 365 日稼働している冷蔵庫について、実施して

いる。実証実験として、表 2 に示した 4 種を実施または実施準備中である。 
また、これら以外にも、複数の自治体や事業者と、実現について話し合いや調整を実施してい

る。 

表 2 実証実験の概要 

 ①静岡ガス ②下川町 ③水俣市 ④足立区 

計測実施数 20 世帯 12 世帯 1 事業者 LCS 実施見える化

実験にて計測実施

中 
主体 静岡ガス株式会社 下川町、一般財団

法人  下川町ふる

さと開発振興公社

水俣市、ノマディ

ックエナジー株式

会社 

足立区、今後事業

者の協力を得る予

定 
対象 家庭の冷蔵庫、今

後他機器への拡大

検討 

家庭用冷蔵庫、断

熱改修についても

検討中 

業務用冷蔵庫 家庭用冷蔵庫 

買替実施 2 世帯実施 1 世帯実施 1 事業者実施  
返済方式 リース（静岡ガス

クレジット株式会

社によるリース） 

任意団体に返済

（集金） 
ノマディックエナ

ジー株式会社に振

込 

リースを検討中 

返済期間（買替実

施した案件につい

て） 

7 年、10 年 10 年   

省エネ率 6～7 割 6 割   
 
なお、①・②においては、環境省が推進している家庭の低炭素化診断制度である「うちエコ診

断」1)を家庭に実施している。「うちエコ診断」と「電気代そのまま払い」の枠組みがスムーズに

両方利用可能となれば、「うちエコ診断」から買替がワンストップでできるようになり、買替の際

に家庭がかけなくてはいけない時間や手間が大幅に減り、「うちエコ診断」から時間があいてしま

うことで、もう一度アクションを起こすきっかけがないといったことによる買替意思のある人の

買替遅延も大幅に減ることが予想される。 
また、家庭用冷蔵庫の買替による CO2排出削減については、LCS・東大松橋研との共同で方法

論を検討している。 
 

                                                        
1) 環境省が推進する家庭エコ診断制度のうち、うちエコ診断独自のソフトを用いて行う家庭の省エネ診断のこ

と。「うちエコ診断士」が環境省の「うちエコ診断ソフト」を用いて行う。「うちエコ診断士」が受診家庭と

のコミュニケーションを通じて、家庭のエネルギー対策・地球温暖化対策を診断し、家庭に合わせたオーダ

ーメイドの対策を提案する。「うちエコ診断士」は、環境省認定の公的資格。詳細は、環境省、

http://www.uchieco-shindan.go.jp/ 参照。 
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2.5 実証実験①：静岡ガスとの協働プロジェクトの枠組みと現状 
静岡ガスとプロジェクトチームの協働で、静岡県三島市の集合住宅居住者を中心に、20 世帯を

募集し、HEMS(Home Energy Management System)を設置して宅内全体と冷蔵庫の電力消費量を計

測、計測データを基に「電気代そのまま払い」を含めた買替提案を 5 世帯に対して実施した。2017
年 1 月までに、5 世帯のうち 2 世帯が「電気代そのまま払い」を利用して買替を実行している[6]。 
買替後の電気代は、計測した冷蔵庫の１年間の電力消費量に対して、カタログ記載の年間消費

量との差分を「節約量」と想定し、それに平均的家庭量電力単価として 27 円/kWh をかけ、算出

した。その結果、月々2,000 円強の節約となることがわかり（ただし、実測値とカタログ値の差

分）、その金額や購入者の希望に合わせ、7 年・10 年の返済プランを構築した。表 3 に、買い替え

た２世帯についての詳細を示す。 

表 3 静岡ガス実証実験における買替世帯の冷蔵庫詳細 

買替前の冷蔵庫   実証宅 A 実証宅 B 
実測した 2015 年度の電力消費量 1,170kWh/年 1,240kWh/年 
電気代（月額） ※27 円/kWh と想定 ¥2,630/月 ¥2,780/月 
冷蔵庫の容量 425 L 410 L 
買替後の冷蔵庫 実証宅 A 実証宅 B 
カタログ値に基づく電力消費量 170kWh/年 325kWh/年 
電気代 ※27 円/kWh と想定 ¥380/月  ¥730/月 
冷蔵庫の容量 470 L 470 L 

 
よりイメージをつかみやすいように、A 宅が実施した買替について、図 2 にイメージ図を示し

た。計測によって、A 宅の 2015 年の冷蔵庫の電力消費量は、電力価格を kWh あたり 27 円とする

と、月々平均 2,600 円であったことがわかった。2006 年におけるカタログ掲載の年間電力消費量

（カタログ値）を計測する JIS 規格改訂によって、カタログ値が大きく実態に近づいたことから、

買替後の冷蔵庫については、カタログ値を採用した。カタログ値に 27 円をかけることで計算され

た月々の電気代は、平均値で月々380 円となった。実際の電力消費量はカタログ値より若干大き

いことを想定し、月々400 円と予想し、返済額は月々2,200 円としてリース契約を締結した。 
なお、買替後 1 年間は経過していないことから、買替前の 1 年間と買替後の 1 年間を季節変動

も含めて比較はできていないものの、買替後の年間電力消費量については、カタログ値の 2 倍程

度と推定されており、今後利用方法（外気を取り込む面がブロックされていないか、詰め込みす

ぎや扉の開けすぎとなっていないか、等）についても工夫をするなどの行動変容によって、消費

量への変化を見る等の対策が考えられる。 
また、断熱性能の劣化などによって、経年によって電力消費量が多くなる可能性もあることか

ら、今後も計測を続けていくことで、実際の節約額と計算方法について、検証を進める予定であ

る。 
一方で、170kWh で計算した場合、月々の節約額は 2,220 円であるが、買替後の冷蔵庫の年間電

力消費量が約 2 倍となる 350kWh で計算した場合、月々の節約額は 1,820 円である。一度に 20 万

円弱の冷蔵庫代の支出があることは、家計にとって出費がかさむ印象があるものの、月々280 円

(仮に買替後の電力消費量がカタログ値の 2 倍だった場合の家庭の出費増)の出費増について、家

庭がどう感じるかについて、ヒアリングを実施し、厳密性を担保することでのコスト増とのバラ

ンスをとることが、実際のビジネスを構築する上では重要な観点となってくるだろう。 
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図 2 静岡ガス実証実験における買替世帯のイメージ図 

 
静岡ガスは、1 年超の計測期間を経て、図 3 に示す体制を構築した。 
静岡ガス担当者によると、本枠組みの蓋然性検討も含めて実証実験を実施したところ、実測値

に基づいた買替提案は大変好評であり、また、家庭の総合的省エネコンサルティング機会につな

がり得ることがわかった。事業として、顧客との接点機会を得たり、ニーズを把握する上で大変

有効であるとのことであった。家庭と既に信頼関係を築いている地域のガス会社については、家

庭に検針に行くことで、家庭の事情もある程度把握していることから、今後エネルギー市場が自

由化する中で、地域の「御用聞き」的事業者として、総合的なサービス展開を行う可能性がある。 
一方で、家庭にとっては、より安い機器（冷蔵庫）を購入したいという希望があり、家電量販

店の旧モデルのセール価格の商品の魅力は高いが、現在の体制では旧モデルの仕入れが難しく、

今後家電量販店と連携することで、より消費者選択の幅を保ちつつ、家庭の省エネにつながり、

事業性が確保できるビジネスモデルの構築の可能性も検討しているとのことである。 
また、本実証実験を実施する過程において、実際の消費量が「見える化」されたことで、買替

提案に説得力があり、購入決定の際の納得感が大幅に増加したとの感想が、家庭から寄せられた

とのことである。現在設置している HEMS 機器は、ハイスペックであり、かつ分電盤への電気工

事が必要であることから、設置コストが機器コストも含めて 15～20 万円と高価である。今後、主

幹（家全体が消費する電力データ）のみについて 1 秒間に 300 以上の電力負荷を計測することで

機器分離を実現している企業の機器（3.1 節で詳述）を設置することも視野に入れて、発展形につ

いて検討してゆきたいと考えている。 
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図 3 静岡県内で実施している「電気代そのまま払い」実装活動の体制 

 
2.6 実証実験②：下川町（北海道上川郡）との協働プロジェクトの枠組みと現状 
北海道上川郡下川町との協働で、同町在住の約 10 世帯に HEMS を設置し、家全体の電力消費

量と冷蔵庫の消費量を、30 分ごとに計測している。これまでに１世帯が「電気代そのまま払い」

による買替を実施した。この世帯については、下川町の任意団体が冷蔵庫代を立替払いし、月々

節約額相当分を返済する形式としている。 
下川町については、当初リース会社によるリースと家電量販店による割賦販売を予定していた

が、家電量販店の協力を得るまでに調整が必要であったのと、１世帯について早急に買替を実施

したいという要望があったことから、任意団体による出資となった。 
下川町における現状の枠組みを図 4 に示した。（一財）下川町ふるさと開発振興公社が、実証実

験参加世帯への計測器の設置やアンケート調査などを実施している。本格的な社会実装の際には、

事業者が事業として実施する体制となる必要がある。現在、リース会社、電力会社、ガス会社、

家電販売店等、事業実施主体となる候補の事業者へのヒアリング等実施中である。 
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図 4 下川町における実証実験の枠組み 

 
買替実施世帯については、買替前の 2015 年 11 月から 2016 年 7 月の 9 か月間、冷蔵庫とその

他の電力消費量を計測した。年間値については、8・9・10 月について、2015 年 11 月並みと想定

し、推計した。見える化実験等で計測している多くの世帯において、夏の電力消費量（冷蔵庫）

は、冬よりも多くなる傾向があるが、過大推計を避けるために、中間期である 11 月と同等と想定

した。 
その結果、買替世帯の買替前冷蔵庫が消費している電力は、1 年で約 1,100kWh と推計された。

この家庭の冷蔵庫は、1997 年製で容量は 425L、カタログ掲載の定格年間電力消費量は 1,170kWh
のものであった。電力価格を 27 円/kWh と想定すると、冷蔵庫用にこの世帯が支払っている電気

代は、年間約 30,000 円となる。この家庭は、カタログ掲載の定格年間電力消費量が 320kWh の冷

蔵庫に買い替えたことから、実測値からの推計値とカタログ値の差で計算すると、年間約 21,000
円、月々平均で 1,750 円の節約となる。これは、約 70%の削減率となる。 
 
2.7 実証実験③：水俣市（熊本県）との協働プロジェクトの枠組みと現状 
熊本県水俣市との協働で、同市久木野所在の「寒川水源亭」の業務用冷蔵庫１台を、「電気代そ

のまま払い」のスキームによる買い替えを実施した。水源亭の冷蔵庫は 1997 年製であり、ヒアリ

ングでは月々の冷蔵庫の電気代は約 9,000 円程度かかっていた。図 5 に示すように、ファイナン

スは、株式会社ノマディックエナジー（東京都）が肩代わりし、省エネルギーサービス契約を水

源亭と結び、省エネ相当分を 1 年間の総額で返済するという対応となっている。今後、水俣市に

おいても本格的に本事業を実施する事業者との対話を進め、事業の実現を目指してゆきたい。 
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図 5 水俣市における実証実験の枠組み 

 
2.8 実証実験④：足立区（東京都）における協働プロジェクトの枠組みと現状 
現在、RISTEX2)プロジェクトとして、東京大学吉田好邦教授（LCS 特任研究員）が研究代表者

となり、社会実装プロジェクトを、足立区（東京都）と下川町（北海道）にて実施中である。当

面、家庭の冷蔵庫を対象に、「電気代そのまま払い」を実装する事業者とともに、区役所・東京大

学とその研究協力者によって実施の計画を立てている。まずは電力消費量等の計測を開始し、エ

ネルギー事業者による冷蔵庫リース等の枠組みが可能かどうかについて、話し合いを進めていく

予定である。 
 
2.9 実証実験から浮かび上がった課題 
これまで実証実験の試みを各所で実施し、また本取組みを社会実装するために必要なプレイヤ

ーとの話し合いを実施してきた。その中で、いくつか浮かび上がった課題や枠組みがある。それ

らについて示し、また解決のための提案を示す。 
 
(1) リースの場合のリスク 
冷蔵庫をリース形式の「電気代そのまま払い」とする場合、リスクは以下の 3 種があげられる。 

1. 予測リスク：節電額が見込みから外れるリスク 
2. 債務不履行リスク：リース主体が破産、死亡、返済の意思なし（転売や持ち逃げ等による失

踪）によって、途中で返済がされなくなるリスク 
3. 故障・破損リスク：冷蔵庫が故障、または災害等によって破損するリスク 

 
(2) リスクへの対応（現状・可能性・課題） 
これらリスクについて、現状想定している枠組みにおいて、リスクを負う主体と、既に市場に

あって利用できそうな枠組み、そして課題を表 4 に整理した。 
まずは、予測リスクについてであるが、英国グリーンディール、米国 PACE 等諸外国の枠組み

の多くにおいて、実際の計測による返済額の変動は行っていない。つまり、みなしの節電額や創

電額によって契約を締結し、固定の金額を月々返済する枠組みが大半である。ESCO(Energy Service 
Company)事業3 )においても、みなしで決定する方式が多く採用されている。その理由としては、

HEMS 等の計測機器のコストが高く、また都度都度金額を決定し通知する手間が大きいこと、そ

                                                        
2) RISTEX (Research Institute of Science and Technology for Society), 科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事

業・社会技術研究開発センター。 
3) 省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、光熱水費削減等の顧客の利益と地球環境の保全に貢献す

る事業。顧客の省エネルギー効果（光熱水費削減等のメリット）の一部を報酬として受取る。 

ノマディックエナジー株式会社
業務用冷蔵庫販売業者

家電販売業者

購入

寒川水源亭
（業務用冷蔵庫）

リース
(後譲渡)

リース代のみ回収
（電気代減少分も明示）

廃
棄
冷
蔵
庫
の

リ
サ
イ
ク
ル

今後他事業者や
一般家庭についても検討中
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して返済額が変動することで、返済期間が短くなる場合はいいが、長くなってしまう場合もあり、

その場合融資契約に不確実性が発生し、融資を受けられる可能性が下がってしまうリスクがある。

一方、昨今の IT 技術の進展や AI 技術の利用進展によって、低コストの計測器を設置することで

機器ごとの電力消費量を自動で計測、データベース化することも可能となっている。今後、自動

で節電額・創電額を安価に計測し、請求までが低コストで自動化できれば、返済額を実態に応じ

て変動させることもできる可能性はある。その場合、安くとはいえ、計測器設置の手間とコスト

が発生することから、これを負担してもメリットがある枠組みとなる必要がある。 
債務不履行リスクについては、特に古い冷蔵庫の場合、保有している人が高齢である場合が多

く、その場合、ガス会社がコンロや給湯器で既に実施している家庭用リースにおいても、連帯保

証人が必要となる。現状連帯保証人にて対応できてはいるものの、本枠組みの利便性を考えた場

合、リース残価と中古冷蔵庫の市場残価が近づけば、連帯保証人が不要になる。現状対応できて

はいるものの、今後高齢の方も連帯保証人なしに契約できる形に近づくことが好ましい。また、

家電を転売したり持ち逃げをしたりといったリスクについては、市場にデータがないため、分析

を進める必要がある(転売・失踪リスク)。 
故障・破損リスクについては、既に家電販売店にて提供している長期保証によって対応するこ

とが可能である。この場合、約 20 万円の冷蔵庫で 1.5～2 万円程度の初期コスト増加につながっ

てしまう。 

表 4 各リスクと現状・可能性・課題 

 リスクを負う主体（現在

の枠組みにて想定） 
既に市場にある利用可

能な枠組み 
課題 

予測リスク 冷蔵庫を買い替える家

庭や事業者（みなしで契

約することから） 

計測によって実際の節

電額を自動で計算、請求

する。 

計測器設置コストをだれが負担する

のか。枠組み全体の魅力が下がる可

能性もある。 
債務不履行

リスク 
リース会社または事業

主体（エネルギー事業者

等） 

連帯保証人、事業者が保

険に入るなどの対応。 
残価が十分に高い、つまり中古冷蔵

庫の市場価値が高くなると、連帯保

証人の必要性が低くなる。転売・失

踪リスクについては、市場にデータ

がない。 
故障・破損リ

スク 
リース会社または事業

主体だが、保険によって

消費者が負担 

家電販売店が提供する

長期保証、1.5～2万円を

初期で支払う。 

初期コストが高くなってしまう。 
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3. 政策立案のための提案 

前章にて整理したリスクへの対応策の現状と、可能な対策、そして課題をもとに、「電気代その

まま払い」を中心とした家庭・中小業務部門の省エネ進展のために、有効である提案を以下に説

明する。 
 

 自動計測・診断・買替お勧め・返済契約システム＆アプリの開発：電力消費量計測・計算・

（見える化と）省エネ診断・家電買替・返済のフローについて、計測器の設置と図 6 に示す

ようなアプリ開発による自動化を行うと、家庭も手間なく、スマホなどで通勤時などに検討、

買替決定ができる。 
 “転売・失踪リスク”がどれくらいかについての実証/分析：これまで家電長期リースを一般

世帯に向けて実施している事業は存在しないことから、転売や失踪(持ち逃げ等)のリスクに

ついて、分析を進める必要がある。その際に、本リスク分について、政府による保証などに

よって事業化を先に進める等が可能であると望ましい。その際には、リース残価（未払い分）

についての政府保証が必要な金額である。補助金に頼った普及策から脱するためにも、必要

最低限かつ効果的な補助策を講じることが必要であり、転売・失踪等の債務不履行時の残価

についての保証を政府が支援し、その間の事業については転売・失踪リスクゼロで実施でき

るとすることで、本事業を実施する事業者が出現することが期待できる。 
 
以下、それぞれの政策提言について、詳細に説明する。 

 
3.1 政策提言①：自動計測・診断・買替お勧め・返済契約が行えるシステム＆アプリの開発 
従来の HEMS より安価に設置できる、主幹電力を波形レベルで計測する機器の開発、利用が進

んでいる。インフォメティス株式会社（東京都）では、ブレーカー（分電盤）に小さなスマート

センサーを設置することで、波形からどの機器による電力消費かを分類し、見える化し、アプリ

等で確認できるサービスを提供している。従来の HEMS はハイスペックかつ電気工事が必要であ

ったことから、設置コストは 15～20 万円と高価であり、また機器別に測定するには、1 機器ごと

に 2 万円程度設置費用が必要であった。世帯あたり 15～20 万円の負担ではなく、数万円の負担

であった場合、デマンドレスポンスによる価値が市場化されれば、計測器コストは容易に回収可

能となる可能性もある。日本でも再エネの導入が進んでおり、ひっ迫時のデマンドレスポンスが

大きな価値を持つ日が近いのかもしれない。 
いずれにせよ、低コストで設置できて、機器ごとの消費量が分解可能な技術は実用化しており、

この技術を用いることで、アプリ側で省エネ診断をし、家電販売店と提携することで、同じアプ

リ操作フローの中で、家電買替が実行できる、または見積もりを依頼する、といった次のアクシ

ョンまで実施できるようになれば、家庭側そして事業者側も手間が省け、事業コストは大幅に下

がる。 
このような枠組みについて、実証実験参加事業者とともに、これまで環境省にて開発してきた

「うちエコ診断」を参考にしながら、より簡便な形でアプリとして実現し、販売につなげていく

ことが重要である。つまりアプリのような簡便な形で、信頼性のある省エネ診断が受けられ、そ

れがすぐに安価なものも含めた市場に出回る商品の販売につながる、そのような枠組みの構築が

重要である。販売時に、必要であれば「電気代そのまま払い」も選ぶことができる、そういった

ワンストップシステムを実証として構築し、特に省エネ診断の部分はどの事業者でも利用可能と

することが重要である。省エネ診断ロジックは、既に「うちエコ診断」にて学識経験者の知見・

意見を得ながら構築している。この公的性格を保ちつつ、現在「うちエコ診断」についての使い

にくさの部分を解消し、かつアプリとして開発し、家庭の電力消費データと家電販売とつなげて
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ゆく。図 6 にシステム＆アプリのイメージ図を示す。 
 

 

 

図 6 自動計測・診断・買替お勧め・返済契約が行えるシステム＆アプリのイメージ 

 
3.2 政策提言②：経験のない債務不履行リスク（転売・失踪リスク）についての実証のための保

証 
「電気代そのまま払い」をリースの枠組みをもとに構築する場合については、これまでの家庭

向けリースにて経験のないリスクについて、それがどの程度発生するのかが不明であることから、

高めのリスク想定のものでリース事業者が事業を構築せざるを得なくなり、手数料が高くなるこ

とが予想される。ヒアリング調査の結果、市場にて対応ができていないリスクは、家電を転売し

たり、持ち逃げ等によって失踪するリスクであり（ガス機器リースは既にガス事業者が実施して

いるが、ガス管との接続解除が難しいため、転売・失踪リスクは少ない）、このリスクに限定して、

政府保証を約束することが有効である。 
リース等、何らかの信用のもと融資を行う場合には、リスクの査定を行い、その手数料等を決

めることになる。一方、手数料を高くすると利用する人がいなくなるということがあり、そのバ

ランスによって事業者は事業実施をするかどうかを決めるということである。 
これまで、家庭の冷蔵庫を含めた省エネ家電の「電気代そのまま払い」または ESCO が広く実

施されてこなかった背景には、家庭を世帯ごとに査定することの手間に対して得られるエネルギ

ー削減による収益が見合わなかったということに加えて、査定すべきリスクのうち、家電である

ということから転売・失踪（持ち逃げ等）が容易であるという部分について、これまで家庭向け

に実施してきたことがないという背景がある。 
家庭を世帯ごとに査定することについては、政策提言①による自動化によって対応可能である

が、転売・失踪リスクが、経験のないリスクとして残っている。本リスクが発生した場合に、政

府等公的機関が、制度構築段階での補助的措置として、保証、つまり損失を補てんすることを約

束することで、事業の実施が進展する可能性がある。 
 
3.3 政策提案によって実現できることとそれ以外の課題 
政策提案では、事業者が共通して利用可能な「買替お勧めのためのアプリ（自動計測・診断・

買替お勧め・返済契約が行えるシステム＆アプリ）」を開発し、自動で家庭の家電等による電力消

費を計測・分解するシステムと、家電販売、「電気代そのまま払い」との「ワンストップ」サービ
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スの実現を提案した。また、リース事業については、これまで事業者の経験がないことから、家

電の転売・失踪リスクに限って政府保証を実施することを提案した。 
この課題が解決された場合、実現するシステムを、ストーリーとして以下に示す。 

 

節子さんは、横浜から東京まで、電車で通勤しています。夫と二人暮らしです

が、今度子供が生まれることになりました。一人暮らしのころから 12 年間使

っていた冷蔵庫を、この機会に買い替えようと思いますが、なかなか時間がと

れません。 

電車広告で、「あなたの冷蔵庫、10 年以上たっていたら、月々の負担なしに買

い替えられるかも？」と書いてあり、アプリの紹介がありました。スマートフ

ォンでそのアプリを検索し、本人認証をとったら、なんと、どの機器でどれだ

けの電気を使っているかが、グラフでわかります。（そういえば、１か月前に

契約している電力会社が、そういったサービスを始めるから機器を付けさせて

くれ、といって工事に来たのを思い出しました。工事といっても、2cm×10cm
くらいの小さい機器を取り付けるだけで、15 分で終わりました。） 

アプリの「省エネ診断」のボタンを押したら、冷蔵庫を最新のものに買い替え

ると、70～75%の省エネになることがわかりました。 

「冷蔵庫を選ぶ」ボタンを押したら、最新モデルから、１年前のモデルまで、

色々選ぶことができます。色々なお店のものが、価格、機能、サイズなどとと

もに載っています。以前、夫とやりとりしたメール履歴を検索して、置く場所

に入るサイズを知ることができました。サイズで絞ってから、今度は機能で絞

り、最後に、３つの冷蔵庫が残りました。１つ目は、年間電力消費量 170kWh
で、最新モデル。ただし価格は 20 万円。２つ目は、年間電力消費量は 180kWh
で、１年前のモデル。なんと価格は 12 万円。３つ目は、年間電力消費量は

250kWh で価格は 10 万円。それぞれ、「電気代そのまま払い」で返済すると、

10 年、5 年、6 年となることが示されています。 

節子さんは、色々考えて、２番目のものを選びました。その場で、今度の土曜

日に配送・設置を依頼しました。支払いはクレジットカードなので、その場で

認証作業をすることができました。 

なんと、通勤の 30 分の間で、これまで 12 年つかった冷蔵庫の買替の手配をす

ることができました。これから出費も多くなるので、電気代の節約分で払うこ

とができるというのは大変助かります。5 年後、おなかの子供は 4 歳を迎えて

いると思うと、どんな暮らしが始まるのか、わくわくします。 

 
また、このような仕組みの実現と活性化には、診断システムが公的な性格を失わないこと、民

間と政府等の支援の役割分担を明らかにし、民間の活力を最大限活用できる枠組みとしつつ、低

炭素となる仕組みを構築することにある。 
現在進めているエネルギー事業者、リース事業者、保険会社、家電販売事業者、自治体、政府

との連携を今後とも進め、使いやすいが、正しい診断をする枠組みの構築に、今後とも尽力する

必要がある。  
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付録 1. 冷蔵庫の省エネポテンシャル 

冷蔵庫の買替によって、どれだけの省エネ効果があり得るかについて、特に家庭用冷蔵庫に焦

点を当てて示す。 
冷蔵庫は、平成 26 年全国消費実態調査[16]によると、100 世帯あたりの所有数量は 116.8 台で

ある。つまり、１世帯あたりの保有数量は 1.2 台程度ということになる。世帯数は、2010 年国勢

調査[17]によると、2010 年の世帯数（一般世帯）は 5184 万 2 千世帯であるから、日本の家庭の冷

蔵庫数は、約 6055 万台と推計される。 
なお、住環境計画研究所による推計[7]では、2012 年の家庭用冷蔵庫のストック効率は、年間電

力消費量において 561kWh/年であり、これが最新の 170kWh/年のものに置き換わるとすると、１

台あたり約 390kWh の年間電力消費削減が期待できる。日本全体では、約 236 億 kWh/年の電力消

費、CO2に換算すると（換算係数として平成 27 年度実績の代替値である 0.587kg-CO2/kWh[8]を使

うと）1,386 万トン CO2 の削減となる。これは、2015 年度の日本の家庭用電力消費量 2,701 億

kWh[9]の約 9%、日本の家庭からの二酸化炭素排出量（電力按分分含む）2 億 539 万トン[9]の約

7%に相当する。 
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付録 2. 冷蔵庫保有の状況～古い冷蔵庫はどれだけあるのか～ 

現在、日本の家庭にある冷蔵庫について、古くて効率の悪いものはどのくらい残っているのか

を推計するために、いくつかの分析や調査を行った。 
まず、ある時点の廃棄冷蔵庫の製造年を調べたサンプル調査[10]をもとに、廃棄データからワ

イブル分布4 )をもとに残存率を示す式のパラメータを求め、現時点での冷蔵庫の製造年からの経

過年別残存数を推計した（調査①参照）。 
次に、環境省が実施した「平成 23 年度温室効果ガスの日常生活における排出抑制への寄与に係

る措置に関する調査」[11]において、一般消費者約 1 万人を対象としてアンケートが実施されて

おり、冷蔵庫の保有状況についても質問されている。この調査をもとに、冷蔵庫の製造年からの

経過年別残存数を推計した（調査②参照）。 
最後に、LCS が独自に１万人を対象に、2015 年 3 月に保有冷蔵庫についての調査を実施した。

この調査をもとに、冷蔵庫の製造年からの経過年別残存率を推計した（調査③参照）。 
 

調査①：廃棄冷蔵庫の製造年サンプリングデータとワイブル分布に基づく経過年数別残存数推計 
廃棄冷蔵庫の製造年を調べたサンプル調査をもとに、ワイブル分布を想定し、残存率を示す式

のパラメータを求め、調査時点（2014 年 1 月）での冷蔵庫の製造年からの経過年数別残存数の推

計を実施した。 
文献[10]においては、経過年数調査が実施されている。文献では、2014 年 1 月において家電リ

サイクル法の下で再商品化等実施者が引き取った使用済家電 4 品目の製造年のデータをサンプル

調査により取得している。 
冷蔵庫のサンプル数は 2,079 台であり、製造年別廃棄台数の分布は図 7 のとおりであり、平均

経過年数は 15.4 年であった。 

 

図 7 製造年ごとの冷蔵庫廃棄台数（サンプル数調査結果）[10] 

上記廃棄台数データを用いて、経過年数ごとの廃棄割合を算出する。文献[10]に倣い、以下のと

おり算出した。Wy は、y 年経過した冷蔵庫が廃棄される割合である。分子は経過年数 y 年の冷蔵

庫の廃棄台数 ny を、該当する時期の出荷台数 Py で割った廃棄割合、分母はそれの全経過年数(y)

                                                        
4) ワイブル分布は現実に近い故障率を表す分布として知られている。時間に対する劣化現象や寿命を統計的に

記述する場合に利用される。 
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についての合計である。つまり、該当経過年数 y に廃棄される全サンプル 2,079 台中の ny台を、

該当する時期に出荷された全国出荷統計による出荷台数 Pyで割った比率にすることで、出荷台数

の多寡による影響を除く形で、調査時点での経過年数ごとの廃棄率を計算している。 
 

W� �
��
��

∑������
   

Wy: 経過年数 y 年の冷蔵庫廃棄割合 
  ny: 経過年数 y 年の冷蔵庫廃棄台数（サンプル） 
  Py: 経過年数 y 年の冷蔵庫出荷台数（全国出荷統計） 

 
この経過年数 y 年の冷蔵庫の廃棄割合 Wy は図 8 のとおりである[10]。なお、この値は全経過

年についての Wy を合計すると 1 となる数値である。つまり、2013 年に廃棄された冷蔵庫のうち、

それぞれの年が占める割合を示した値である。 

 

図 8 経過年数別廃棄データと出荷台数を用いた廃棄割合[10] 

 
このデータを利用し、ワイブル分布を仮定し、その係数を求める。ワイブル分布の確率密度関

数および累積密度関数は、以下のとおり表される。 
 

確率密度関数（故障）  f�y� � �
� �

�
��

��� exp �� ����
�� 

累積密度関数（故障）    F�y� � � � exp ������
�� 

 
上記は故障率を表したものであり、残りは故障せずに残っている（生存している）ものとなる。

これを表す累積生存関数は、次式で表される。 
 

累積生存関数（生存）  R�y� � exp �� ����
�� 
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wy=ny/py/sum(ny/py)
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累積生存関数 R(y)の両辺について、2 回自然対数をとると下記のとおり変形できる。 
 

������������ � ������� � ������� 
 
上記式を y，y’，a，b を用いて置き換えると、下記のとおり表される。 
 

y � ��� � � 
y � ������������ 
y� � ������ 
� � � 
� � �������� 

 
y は y’の線形方程式となるため、最小二乗法を用いた単回帰分析により a および b の値を決定

することができる。 
 
ワイブル分布を仮定すると、経過年数 y 年までの累積廃棄割合 F(y)は以下のとおり表される。 

F�y� � ���
�

���
� � � ��� �� ����

�
� 

 
1－F(y)より累積生存関数 R(y)を算出する。 
 
上記の回帰分析を行い、ワイブル分布のパラメータ a，b を算出する。また、算出した a，b を

用いて、累積生存関数のパラメータα，βを算出する。 
結果を表 5 および図 9 に示す。あてはまりの良さを示す R2 値は約 0.99 と、これら係数でよく

説明できていることを示している。 

R�y� � ��� �� ����
�
� 

y � ��� � � 
 

表 5 冷蔵庫の累積生存関数のパラメータ 

（ワイブル分布を適用した回帰分析結果） 
A  2.378 
B  -6.752 

α=a  2.378 
β=exp(-b/α) 17.111 
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図 9 Excel 回帰分析ツールによる推計結果（切片：b、X 値 1:a） 

 
以下に、サンプル調査から得られた廃棄比率（Wy）と、ワイブル分布を推計した式に基づく廃

棄比率(f(y))を図示した（図 10）。なお、この廃棄比率とは、2013 年時点で該当年製造の冷蔵庫廃

棄台数が、全廃棄冷蔵庫の台数に占める割合であり、全年次について足し合わせた場合 1 となる

数値である。 
経過年数 15 年、つまり、1998 年の周辺年次において製造された冷蔵庫の廃棄率が最も高いこ

とがわかる。一方で、それ以上の年数残存している冷蔵庫については、より古いものも残る傾向

があり、右側に裾広がりの分布となっている。 
 サンプルデータでは、推計されたワイブル分布よりも、1998 年近傍における廃棄割合が高いこ

とがわかり、15 年程度経過した冷蔵庫は、何らかのきっかけによって多くが廃棄されることがわ

かる。 

回帰統計
重相関 R 0.994512
重決定 R2 0.989055
補正 R2 0.988742
標準誤差 0.220043
観測数 37

分散分析表

⾃由度 変動 分散
観測された

分散⽐
有意 F

回帰 1 153.1384 153.1384 3162.7812 6.537E-36
残差 35 1.694662 0.048419
合計 36 154.8331

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切⽚ b -6.75165 0.119122 -56.6784 4.992E-36 -6.993483 -6.509821 -6.993483 -6.509821
X 値 1 a 2.377583 0.042277 56.23861 6.537E-36 2.2917572 2.4634098 2.2917572 2.4634098
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図 10 サンプル調査データからの排出率と同データをもとに推計したワイブル分布 

また、累積廃棄比率についても、サンプル調査データによるものと、推計したワイブル分布に

よるものを図 11 に示す。 
 

 

図 11 サンプル調査データからの累積廃棄比率と同データをもとに推計したワイブル分布に基づく

累積廃棄比率 

 
廃棄割合 F(y)=1-R(y)であり、R(y)=1-F(y)である。累積生存関数 R(y)は、当該経過年数の冷蔵庫

の生存確率と捉えられる。よって、使用されている経過年数 y の冷蔵庫は、以下の式で表される。

結果を図 12 に示す。 

経過年数 yの冷蔵庫ストックST� � ��y���� 

Py: 経過年数 y 年の冷蔵庫出荷台数 
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図 12 冷蔵庫の年齢分布（台） 

これらのストックの値より、推計値を真とすると、日本には現在約 7000 万台の冷蔵庫があり、

うち約 20%が 16 年以上年数が経過しているということになる。 
 
調査②：環境省１万世帯調査に基づく経過年数別残存数 
環境省が実施した「平成 23 年度温室効果ガスの日常生活における排出抑制への寄与に係る措

置に関する調査」[11]において、一般消費者約 1 万人を対象としてアンケートが実施されており、

冷蔵庫の保有状況についても質問されている。この調査の概要は表 6 および図 13 のとおりであ

る。 

表 6 環境省調査におけるアンケート概要 

調査 環境省「平成 23 年度温室効果ガスの日常生活における排出抑制への寄与に係る措
置に関する調査」 

アンケート

概要 

・対象：一般消費者（地域・年齢構成で必要サンプル数割り付け） 
・サンプル数：10,250 
・実施時期：2012 年 3 月 13 日～16 日 
・家電製品の保有状況や効率、使い方などについて調査 

アンケート 
冷蔵庫関連 

家庭で利用している冷蔵庫について、下記を質問。 
（1）購入年 
（2）製造年 
（3）メーカー名 
（4）冷蔵庫の全定格内容積 
（5）年間消費電力量（50Hz／60Hz） ※カタログ値 
（6）消費電力量（JIS（9801-2006））という表示の有無 
※上記のほか、購入時に重視した点、買替のタイミングについても質問。 
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図 13 環境省アンケート調査による保有冷蔵庫の製造年別台数（合計 10,603 台） 

このアンケート調査結果のデータを用いて、冷蔵庫の年齢別ストック台数を推計した。 
アンケート調査対象においては、計 10,603 台（1 世帯で 2 台保有している場合の、2 台目を 1,130

台含む）の冷蔵庫が保有されている。これは「日常的に使用しているもの」に限定して、回答す

るようインストラクションが記された上で実施されたものである。 
このデータを用いて、廃棄データ（調査①）と同じ規模の総数とし、比較可能なストックデー

タを作成した。環境省データは 2012年に調査を実施したものであることから、2013年と 2012年、

不明分については対象から外した。それらを外した廃棄データの総数と合うように規模を修正し

た。図 14 は、その推計データと廃棄データからワイブル分布の係数を推定した推計値を比較した

ものである。廃棄データから推計した値の方が、古い製造年のものが多いことがわかる。これは、

廃棄データについては、使用していない冷蔵庫についても廃棄されている可能性が考えられる。 

 
図 14 環境省データから推計したストックデータと廃棄データによる推計の比較 
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調査③：LCS 調査に基づく経過年数別残存数 
最後に、2014 年 3 月に LCS が実施した１万人を対象とするアンケート調査の結果を紹介する。

調査は 2015 年 3 月に調査会社にモニタ登録している 10,000 人に対して実施した。調査概要は以

下のとおりである。 
 
調査手法： インターネット調査 
調査地域： 全国 
調査対象： 世帯における冷蔵庫の買替意志決定権を持つ人 
サンプル数：    10,000 名 
モニタ調査：  

・保有冷蔵庫についての質問 
・冷蔵庫の買替行動についての質問（「電気代そのまま払い」があった場合の買替行動への変

化についての質問を含む） 
 
冷蔵庫の保有についての以下の質問に対し、製造年を回答してもらった結果を図 15 に示す。 
 
質問：あなたの家庭に保有する冷蔵庫の製造年と容量を教えてください。 

 

図 15 LCS 実施アンケート調査における保有冷蔵庫の製造年についての回答結果(n=10,000) 

 
この結果について、①「不明」という項目のある環境省調査（調査②）と LCS 調査については

それを母数からも除外し、②最新年が年の途中であることから、少ない環境省調査と LCS 調査に

ついてはそれを母数からも除外し、調査時点での何年製の冷蔵庫がどのくらいあるかという結果

を図 16 に示した。 
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図 16 調査時点での保有冷蔵庫の製造年別シェア（期間合計が１となる値） 

なお、この結果を「製造年から何年経ったものを廃棄または使わなくなるか」という視点で、

全調査について最新年を 2014 年まで繰り下げた線が一致するかを見たものが図 17 である。 
 

 

図 17 最新年を 2014 年に変更した「現時点」での保有冷蔵庫の製造年別シェア 

この図を見ると、３つの調査について、環境省の調査において若干新しいものが多く古いもの

が少ない特徴以外については、おおよそ一致していることがわかる。3 つの調査が、2014 年を最

新年とした場合に、1999 年製以前の冷蔵庫が何％存在するかを計算したのが、表 7 である。 
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表 7 データによる古い冷蔵庫のシェア（最新時点調整前） 
 

LCS MOE（調査②） 
廃棄データ（調査①）

（推計値） 

2004 年以前の冷蔵庫シェア 26% 40% 52%

1999 年以前の冷蔵庫シェア 19% 16% 28%

1989 年以前の冷蔵庫シェア 3% 2% 3%

 
なお、最新時点を 2014 年とし、製造年からの経過年数という観点で各調査の結果を修正した場

合の、古い冷蔵庫のシェアを表 8 に示す。2014 年時点で 15 年経過している冷蔵庫の保有につい

ては、16～20%の間であることがわかる。 

表 8 データによる古い冷蔵庫のシェア（最新時点調整後） 

LCS 
MOE（調査②） 

(20112014) 

廃棄データ（調査①）

（推計値）

(20122014) 

2004 年以前の冷蔵庫シェア 26% 25% 42%

1999 年以前の冷蔵庫シェア 19% 8% 20%

1989 年以前の冷蔵庫シェア 3% 2% 2%
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付録 3. 冷蔵庫のカタログ効率の推移 

カタログに掲載されている年間電力消費量（以下、カタログ値とする）について、製造年ごと

の推移を検討する。 
LCS が 2013 年から実施している「家庭の電力使用量見える化実験」[12]による 229 世帯に対し

て実施したアンケート調査によって得られた世帯について、その製造年とカタログ値の関係を図

18 に示した。 
JIS が規定する年間電力消費量計測の方法について、2006 年に大きく変更があったことを読み

取ることができる。 

家庭の電力使用量見える化実験について[12] 

 
 

 

図 18 LCS 見える化実験参加世帯の冷蔵庫の製造年別カタログ値（n=97）[12] 
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付録 4. カタログ値と実測値の関係 

(1) 利用データ 
LCS では、23 自治体（関東地域 22 自治体，関西地域 1 自治体）の一般家庭 229 世帯の家庭全

体（主幹ブレーカー）、冷蔵庫、エアコン、テレビに計測器を設置し、1 分刻みの電力消費量の計

測を、「家庭の電力使用量見える化実験」として 2013 年から実施している[12]。家庭や自治体と

の個人情報保護の観点からのやりとりの匿名化の必要性によって、冷蔵庫ではない機器に計測機

器を取り付けている可能性も排除できず、また、インターネット環境の不安定性等の要因もあり、

冷蔵庫について良質と考えられる 1 年間の計測結果が得られ5)、かつ保有冷蔵庫のカタログ掲載

年間消費量が得られた 97 世帯について、分析対象とした。利用したデータは、2014 年 1 月 1 日

から 12 月 31 日の 1 年間を合算した値である。 
今回分析対象とした 97 世帯について、保有冷蔵庫の製造年による構成比を図 19 に示した。

2000 年以前の冷蔵庫を保有する世帯は 9％、2001～2005 年が 23％であり、この 2 つの期間を合

わせると、製造年から 10 年以上経った冷蔵庫を保有する世帯の比率は 32％であり、文献[13]によ

る値とも一致する。 
 
 

 
 

図 19 データ利用世帯の保有冷蔵庫の製造年構成比 

 
 
容量については、401～500L のものが 62％、301～400L のものが 19％、501～600L のものが

15％であり、300～600L のもので全体の 96％を占める（図 20）。 

                                                        
5) 1 分単位データの計測・送信が実施された率が年間平均で 80%を超える世帯について，分析対象とした。 
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図 20 データ利用世帯の保有冷蔵庫の容量構成比 

 
カタログ値については、201～300kWh のものが最も多く 35%であったが、500kWh/年を超える

ものも 15％存在することがわかった（図 21）。 
 

 

図 21 データ利用世帯の保有冷蔵庫のカタログ値構成比 
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(2) 実測値とカタログ値の関係 
冷蔵庫のカタログ値より実測消費量の方が大きいことは、文献[14]でも指摘されている。本分

析の対象 97 世帯のデータについて、実測データとカタログ値の関係を、図 22 に示した。カタロ

グ値より実測値が確実に小さい世帯は、97 世帯中 3 世帯(3%)であり、それ以外の世帯はカタログ

値と同等か、大きく上方に位置していることがわかる。また、カタログ値に対する実測値の比率

について、図 23 に頻度分布を作成した。実測値がカタログ値の上下 20％以内となった世帯は 4
世帯(4%)にとどまっていることがわかる。 

 

図 22 冷蔵庫の電力消費実測値とカタログ値の関係 

 
図 23 冷蔵庫の“実測値/カタログ値”の頻度分布 
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(3) 推計方法 
本分析では、分析対象となった 97 世帯について、①カタログ値(kWh/年)、②容量(L)、③設定温

度を弱にしているか（「はい」の場合は 1、「いいえ」の場合は 0 とするダミー変数）、④製造年（西

暦）、を利用し、冷蔵庫の実測年間消費量を推計する式を推計した。なお、これら以外にも、様々

な属性による説明力を検証し、またカタログ値の JIS 改正について、ダミー変数による推計を試

みた文献[15]についても参照されたい。 
なお、④製造年をもとに、カタログ値に大きく影響のあった 2006 年の JIS 改訂6)を反映するた

めに、⑤2006 年 JIS ダミー(2006 年以降製造の場合 1、それ以外については 0 とするダミー変数)
について、作成した。前出の図 18 にも示したとおり、冷蔵庫の製造年とカタログ値の関係を見る

と、エネルギー経済研究所(2016)[9]においても指摘があるとおり、2006 年の JIS 改訂前後でカタ

ログ値に大きなギャップがあることがわかっており、そのギャップをダミー変数として扱ってい

る。 
また、買替後の電力消費量の推計については、2006 年 JIS 改正以降のデータをもとに行うこと

も有効であることから、2006 年以降に製造された冷蔵庫を保有する 61 世帯についても、推計を

行った。 
 
(4) 推計結果 
最小二乗法による重回帰分析(Microsoft Excel の分析ツールを利用)を用い推計した結果から、係

数の有意性、決定係数等より、以下の 5 式を示す(数式 1～5)。また、推計結果の詳細について、

表 9 に示す。数式 1～3 は対象全世帯である 97 世帯のデータを利用したものであり、数式 4・5 に

ついては、2006 年以降に製造された冷蔵庫を保有する 61 世帯のデータを用いて推計したもので

ある。 
カタログ値のみを説明変数としている数式 1 と数式 4 を比較すると、古い製造年も含めて推計

した数式 1 においては、カタログ値に対する実測値の弾性値は 0.51 であるが、2006 年以降に製

造された冷蔵庫のみを対象とした数式 4 では、0.76 となっており、2006 年 JIS 改訂によって、カ

タログ値がより実測値に近くなっていることがわかる。一方で、数式 4 を基準として、設定温度

ダミーや容量を加えて推計をしたところ、係数の t 値が有意水準 5%においても棄却され、赤林ら

(2007)[14]においても容量と電力消費量の関係性が低いことが指摘されているが、特に近年のもの

ではその傾向が強いことがわかった。一方、数式 2 に示すように、製造年が 2006 年以前のものも

含むデータについて推計を行った場合、容量の係数は 0.1%水準でも有意となり、特に近年の技術

革新によって、容量による消費量への影響が小さくなった可能性が示唆された。 
また、カタログ値が不明の場合の利用を想定した数式 3 と数式 5 については、決定係数は高い

ものの、表 10 に示すとおり、式を利用した場合に誤差率が±20％以内となる比率が低く、それぞ

れの世帯にとっての適合率は高くないことがわかった。 
 

数式 1     

数式 2   

数式 3   

数式 4   

                                                        
6) 平成 18 年 5 月 1 日に、日本工業規格（JIS C 9801）「家庭用電気冷蔵庫および電気冷凍庫の特性および試験方

法」が改正され、JIS の試験方法が新しくなった。詳細は http://kikakurui.com/c9/C9801-2006-01.html を参照さ

れたい。 
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数式 5  ����� � ����� � � ���� � � ����� � �� �� � ����� 
M:実測値�����年�､	 C:カタログ値�����年�､	 S:容量���､	 D1:設定温度ダミー�弱の場合 1、それ以外は ��､	
D2:JIS規格ダミー�2���年以降製造の場合 1、それ以外は ��､	 Y:製造年�西暦�	

表 9 推計の詳細 

 全世帯データ(97 世帯) 2006 年以降製造データ

(61 世帯) 
数式 1 数式 2 数式 3 数式 4 数式 5 

決定係数 0.26 0.58 0.52 0.67 0.64 

定数項 係数 3.3 *** 0.19   893.8 *** 1.72 *** 1990.5 *** 

(t 値) (6.3) (0.19) (9.5) (4.3) (10.1) 

LN(C) カタロ

グ値 
係数 0.51 *** 0.56 ***     0.76 ***     

(t 値) (5.7) (8.1)   (11.0)   

LN(Y) 製造年 係数         -117.1 ***    -261.1 *** 

(t 値)     -(9.40)   -(10.1) 

LN(S) 容量 係数     0.52 *** 0.44 **    0.31 * 

(t 値)   (3.8) (3.0)   (2.4) 

D1 
設定温

度ダミ

ー 

係数     -0.13 * -0.13 *       

(t 値)   -(2.3) -(2.2)     

D2 

2006
年 JIS
改訂ダ

ミー 

係数     -0.41 ***           

(t 値)   -(7.8)       

（注）***、**、*はそれぞれ有意水準 1%,、5%、10%水準で推計結果が有意であることを意味する。 
 

表 10 推計結果が実測値の±20％以内の誤差である世帯の比率 

カタログ 
値 

数式 1 数式 2 数式 3 数式 4 数式 5 

4% 47% 67% 31% 74% 15% 
 
(5) 結果の検証 
数式 1～5 について、それぞれを利用した場合に、実測値との誤差が±20％以内に収まる比率に

ついて、検証を行った結果を、表 10 に示す。それぞれの家庭にとっては、全体のかい離幅を最小

化する最小二乗法による結果ではなく、自らの世帯の冷蔵庫の実測値がどれだけかい離すること

が問題となることから、このような検証を行った。 
カタログ値そのものを用いた場合、図 23 に示したとおり、実測値の±20%以内となる世帯の比

率は 4％であった。97 世帯全体について、カタログ値をもとに回帰分析を行った数式 1 を用いた

場合、±20%以内の誤差に収まる世帯の比率は 47％にまで改善する。さらに、JIS 改訂による影

響を考慮し、容量、設定温度を説明変数に加えた数式 2 では、誤差率 20％以内に収まる世帯の比

率は 67%にまで上昇する。一方で、カタログ値がわからない場合を想定し、製造年を代理的に利

用した数式 3 では、比率は 31%にまで低下する。 
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また、2006 年の JIS 改訂以降に製造された冷蔵庫を保有する 61 世帯について推計を行った数

式 4 では、誤差が±20％に収まる世帯の比率は 74％と最も高かった。一方で、製造年を代理変数

とし、61 世帯について推計を行った数式 5 では比率は 15％と大変低くなり、特に近年の冷蔵庫

については、製造年との関係が低いことがわかった。 

 
図 24 には、推計結果が実測値からかい離する度合いに基づく度数分布を、数式 1～5 について

作成した。数式 1・数式 3 については、±20％に収まる比率はそれぞれ 47％・31％であるものの、

±40％までに許される誤差を広げると、その中に納まる比率が大きく高まることがわかる。一方、

数式 5 については、大きく外れる世帯の比率が高く、数式 5 の利用は問題があることがわかった。

数式 2・数式 4 は誤差範囲内に収まる世帯の比率がもともと高く、大きく外れる世帯の比率も高

くないことがわかる。 

 

図 24 冷蔵庫の推計値の実測値と比較した誤差率の頻度分布(%) 
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以上より、「電気代そのまま払い」における利用を想定し、冷蔵庫について家庭が知りえる情報

をもとに、HEMS 等計測機器を設置せずに家庭の冷蔵庫用電力消費量を推計するための式につい

て分析し、検討を行った。その結果、数式 1～5 が統計的に有意な式として推計されたものの、実

際の利用形態を考慮し、それぞれの世帯にとって推計値が実測値の±20％に収まる世帯の比率を

計算し、また、かい離度に基づく度数分布(図 25)を検討したところ、数式 1～5 について表 11 に

まとめたような特徴があることがわかった。 

 表 11 数式 1～5 についての特徴まとめ 

式番号 特徴 
数式 1 適合度は中程度であるが、大きく外れる世帯は少ない。 
数式 2 適合度は高く、大きく外れる世帯も少ない。 
数式 3 適合度は低いが、大きく外れる世帯も少ない。 
数式 4 適合度は高く、大きく外れる世帯も少ない。 
数式 5 適合度は大変低く、大きく外れる世帯も多い。 

 
 
(6) 式による推計結果の違いと感度分析 
以上より、数式 5 については利用可能性が低いことから、以降、数式 1～4 について、同じ冷蔵

庫についてどのように推計結果に違いがでるかについて検討を行う。また、変数の幅を設定した

感度分析を行う。 
それぞれの変数について、カタログ値 C=400kWh/年､ 製造年 Y=2006 年､ 容量 S=400L、弱設定

D1=0，2006 年以降製造ダミーD2=1 を基準とし、数式 1～4 を用いた電力消費量を計算したとこ

ろ、図 25 に示す値となった。数式 4 についても対象としたことから、製造年を 2006 年と設定し

たことから、製造年を説明変数とする数式 3 では、消費量の推計値が小さく計算された。それ以

外については、カタログ値 400kWh/年の冷蔵庫について、約 580~650kWh/年と推計されたことに

なる。 
 

 

図 25 400kWh/年・2006 年製・弱設定なし冷蔵庫の各式による電力消費量推計結果 

次に、これらの変数が取りえる値の幅を設定し、上限下限とすることで、数式 1～4 によって推

計する消費量にどの程度影響が生じるかを示す。 
カタログ値の上限は 700kWh/年、下限値は 180kWh/年と設定し、計算した結果を図 26 に示し

た。カタログ値が 700kWh/年の場合、数式 1 の場合は 766kWh、数式 2 では 709kWh、数式 4 では
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811kWh と推計された。弾性値は、上振れの場合、数式 1 で 0.44、数式 2 で 0.49、数式 4 では 0.71
となった。カタログ値が 180kWh/年の場合、数式 1 では 383kWh/年、数式 2 では 331kWh/年、数

式 4 では 289kWh/年と推計され、弾性値はそれぞれ、0.61、0.66､ 0.83 であった。 
 

 

図 26 冷蔵庫のカタログ値による感度分析 

次に、製造年による感度分析を行った（図 27）。上限は 2015 年、下限は 1995 年とした。カタ

ログ値のみを説明変数とする数式 1・4 では変化がない。一方、2006 年以降ダミーが入る数式 2
については、同じカタログ値(400kWh/年)の場合でも、製造年が 1995 年の場合、カタログ値から

のかい離が大きいと判断され、推計電力消費量は 781kWh/年と大きくなる。また、製造年を説明

変数とする数式 3 では、2015 年の場合は 246kWh/年となり、1995 年の場合は 791kWh/年となる。 
 
 

 

図 27 冷蔵庫の製造年による感度分析 

弱設定の有無については、ダミー変数であることから、弱設定による影響は、数式 2，3 ともに

-12%であった。つまり、弱設定にすることで、しない場合とくらべて、12％の電力消費の節約効

果があると推計されることになる。 
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(7) まとめ 
製造年から 10 年以上経過する冷蔵庫は 30～40％超あると予想され、近年の効率向上を鑑みる

と、その省エネポテンシャルは大きい。一方で省エネバリアの存在によって買替は大きく進んで

いない。本提案書にて推計し検討を行った推計式を利用することで、計測コストをかけることな

く、冷蔵庫の買替の効果が推定可能となり、国内の冷蔵庫の買替が大きく進むことを期待する。 
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