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電気の供給停止(停電)に対する受容と属性・省エネ行動との関係

一自然エネルギー導入を前提とした電力品質の許容水準一

A relationship of personal characteristics and energy saving action to allowance for electric power out 

-An acceptance level of an electric power quality on condition ofrenewable energy introduction ・

白波瀬京子*小林久*

Kyoko SHIIミAHASE* Hisashi KOBAYASHI* 

(*茨城大学農学部)

(* College of Agriculture， Ibaraki University) 

I はじめに

エネルギー自給率の向上やCO2削減目標の達成に加え，

3・11以降の脱原発の動きから自然エネルギー(太陽光・

風力・水力・バイオマス等の再生可能エネルギー)によ

る電力を拡大する動きが活発で、ある。しかし，自然エネ

ルギーは季節・時間変動が大きく，気候などの自然条件

に影響されるため，安定した生産供給には十分な容量の

予備カが必要だといわれている。

現在の日本の電力供給は，年間数時間~数 10時間だけ

のピーク需要をまかなう電源の維持管理などの予備力を

持つことで供給側が変動調整するメカニズムで、安定した

電力供給を行っている。このため， 日本の契約一口当た

りの年間停電回数は，フランス (1回)，イギリス (0.8

回)に対し， 0.13回と各段に少ない (2009年実績) 1)。

同様に，年平均の停電時間の長さも，フランス (62分)， 

イギリス (76分}に比べて 14分と極端に短く，他国と

比較して極めて高品質の電力が安定的に供給されている

1)。しかし，これまでの電力品質を保持しつつ，自然エ

ネルギーの電力供給を増大させるためには，品質維持に

多額の費用を要す予備力を装備する必要があり，全てを

供給側の制御・維持管理で行う仕組みは，技術的に過大

装備となり，経済性を著しく悪化させる可能性が高い。

このような背景から，近年，需要側が参加する需給協

調による変動調整メカニズムの必要性が指摘されるよう

になり，需要対応(デマンドレスポンス)を組み込むこ

とで，電力供給側の設備や維持管理コストを低減する方

策が各国で取り入れられるようになってきた。たとえば，

アメリカでは，供給側の電力、ンステムの安定性を保つた

めに，電気料金を減額することで“ピーク需要時には停電

しでもよい"とし、う契約を，特定の需要家と結ぶ事例も増

加している 2)。

わが国においても，業務・産業分野のデ‘マンドレスポ

ンスによる変動調整の可能性評価 3)や電力の安定供給に

対する負担可能額の推計 4)など，需給協調の可能性や安

定供給に要すコストに関わる研究が，ようやく散見され

るようになった。しかし，電力システムの不安定化回避

や予備力削減を視野に入れたデマンドレスポンスの研究

は，ほとんど行われていない。

自然エネルギーによる不安定な電源の拡大が確実視さ

れるなか，需要側が求める電力品質を低下させることで，

過大装備を避けて安定供給を行うような電力システムを

構築することができれば，自然エネルギーによる電力供

給の経済性は大幅に改善される可能性がある。このよう

な認識に基づいて，筆者らは農山村地域におけるエネル

ギー自給の可能性を検討するために「再生可能エネルギ

ー需給区連携による分散エネルギー・システムの開発(環

境研究総合推進費，環境省)Jの研究を実施している。そ

のなかで，デマンドレスポンスによる電力需給協調の可

能性を検討するために，自然エネルギー拡大を前提とし

たときに受容できる停電条件や停電の受容と電力価格と

の関係に関するアンケート調査を実施した。ここでは，

このアンケート調査結果の概要をまとめるとともに，主

に人的な特性(性差，居住地，収入，省エネ行動など)

と停電受容性との関係に関する分析結果を報告する。

E 方法

停電の受容に関わる調査票を設計し，調査票を郵送で

配布・回収する方法と Web上で入力する方法を併用して，

アンケート調査を実施した。

調査の内容は，対象者の属性(性別，年齢，住居形態，

居住地，世帯人数，世帯年収).省エネ行動・意識，自然

エネルギー導入が大幅に進むことを前提としたときに電

気代削減なしで受容できる停電時間の長さ・回数，停電

を避けたい時間帯，限られた電力で優先して使いたい家
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Fig. 1 Percentage of each energy saving action doing 

主電源を切ったりコンセントを抜く J(41%)， 

「電気使用量は毎月気をつけてみている」

(40%に「冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて

設置したり，扉の開聞を少なくするJ(35%に「煮

物などの下ごしらえに，電子レンジを活用するJ

(15%) ，など実施割合が 50%以下の省エネ行動0・cタイプ(実施する人が半数以下の家事 ・生活以外

の省エネ行動): r省エネ行動について家族や友

人 ・知人などと話をするJ(11%)， r環境家計簿

をつけるJ(2%)，などの省エネに関する意識が

影響する省エネ行動。

停電の条件別の停電受容

電気料金の削減なしに受け入れられる停電の回数と時

間の組合せについての回答結果は図 2のようにまとめら

れ，停電を受け入れられるという回答の割合(受入率)

は停電時間の長さおよび年間回数のどちらとも明瞭な負

相聞が認められた。とくに停電時間の増加は，受入率を

著しく低下させる傾向があった。たとえば，30分の停電

を年4固まで許容すると答えた人の割合は56%であった

が，停電時聞が 2時間および 3時間の場合は年 I回でも

受入率はそれぞれ 26%，16%にすぎなかった。電気料金

削減なしで過半数が受け入れられると回答した停電の時

間と回数の組合せは，30分・年 1-4固と l時間・年 l

固までであった。また， 1時間の停電であれば 30%が，2 

時間の停電であれば 12%が年4固までの停電を受け入れ

どのような条件で、あっても，電気

2 

電の選択などとした。

なお，停電受容の設問に関しては，“自然エネルギーに

よる電力を安定的に供給する電力として保持するために

は，過大な電力品質設備が必要であり，停電を受容でき

れば，こうした安定供給の為に必要となる設備を小さく

できる可能性がある"こ と，“日本の電力品質は極めて高

品質である"ことなどの説明をつけ，事前に停電受入れ

の効用やサービスレベルを理解したうえで，回答できる

ように配慮、した。

調査の対象者は，北海道電力と沖縄電力を除く 8電力

管内からそれぞれ，青森県，神奈川県，静岡県，石川県，

兵庫県，岡山県，愛媛県，熊本県を選び，各県内の DID

(Dense1y lnhabited District)および非 DIDの 20歳以上の

調査協力者リス トを用意し， リストから無作為に各県の

対象者数が 200程度になるように選定した。管内別の回

答数は，それぞれ東北電力 179，東京電力 269，北陸電力

251，中部電力 214，関西電力 185，中国電力 187，四国

電力 185，九州電力 196であった。選定に当たっては，

性別，年齢別，居住地別に対象者数が大きく偏らないよ

うに配慮した。

調査は， 2012 年 11 月 ~2013 年 l 月 に実施し，調査数

は 1，668(男 858，女 807，性別不明 3) となった。調査

結果は，単純集計したうえで，属性と停電受容との関係

などの分析に供した。

省エネ行動・意識

平成 20年度国民生活モニター調査 5)を参考に，日常生

活の中で、エネルギ一節約に関連する 14項目の行動等を

あげて，実際に行っているかを聞いた(複数選択)。結果

は図 1のとおりで，ここでは省エネ行動への取り組み ・

意識の内容や実施割合に基づき，次のように a~c の 3

タイプに分類した。

結果E
 

ると回答した。一方，

.aタイプ(一般的な省エネ行動)・「不必要な電灯や

冷暖房器具はこまめに消すJ(79%)， rシャワーの

お湯を流しっぱなしにしなしリ (58%)，rテレビ，

ラジオのっけっぱなしをやめたり，視聴時間を減

らすJ(51%)が該当し，一般的に推奨されている

省エネ行動で，過半数が行っていると回答した省

エネ行動。

.bタイプ(実施する人が半数以下の家事 ・生活に関

連する省エネ行動): rカーテンやブラインドなど

を利用し，窓からの熱の出入りを防ぐようにする」

(45%)， r電気製品を長時間使用しないときは，
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Fig. 2 Percentage of answers to accept power out 

料削減なしでは停電を受け入れられないとする回答の割

合は 23%であった。

3 停電を避けたい家電

可能ならば停電を回避したい電力の用途を把握するた

めに，電力が限られた状況でも使用したい家電製品を，

夏期と冬期に分けて選択してもらった。結果は表 lのと

おりで，夏期は冷蔵庫 (最優先とした回答の割合 42%)，

エアコン (21%)，冬期は暖房器具(39%)，冷蔵庫 (16%)

を優先使用したい家電とする回答が多かった。なお，医

療機器を優先使用したいとする害1)合は夏期，冬期ともに

約 4%で，医療機器が無視できない水準で、家庭に普及し

ていることをうかがわせた。ただし，医療機器を優先使

用したいとした回答のうち，停電時間 30分・年 l回の停

電を受け入れないという回答はそれぞれ 20%，22%で，

全体の受入率とほとんど同じであった。

表 l 電力を優先使用したい家電別選択割合(%)

Table 1 Seleclion p己rcentageof electrical appliances for use 

Irsl pnonty 

夏期 冬期

冷蔵庫 42.4% 暖房器具 38.5% 

エアコン 214% 冷蔵庫 15.6% 

照明 7.0% エアコン 10.0% 

調理家電 7.0% 照明 8.8% 

パソコン 63% 調理家電 7.8% 

ァレピ 5.5% ァレピ 4.1% 

医療機器・設備 3.8% 医療機器・設備 3.4% 

その他 6.6% その他 11.8% 

注 1)その他には，録画再生機器，携帯 ・スマートフォン
の充電， ベットに関する機器 ・設備等を含む。

W 分析

属性と停電受容

属性の違いが停電受入率に影響するかを，母比率の差

の検定を行って検討した。比較した属性は，性別，年齢

(20代， 30代， 40代， 50代，60代， 70歳以上)，世帯

年収，居住地の違い(電力会社管内別， DIDと非 DID，

計画停電地域と非経験地域)とした。なお，母比率の差

の検定には rエクセル統計 2012 V，巴r.I.02Jを使用した。

分析の結果，DIDと非 DIDおよび計画停電経験地域 ・非

経験地域の違い，年齢は受入率にほとんど影響しないと

考えられた。一方，電力会社管内，性差および年収は，

受入率に影響すると考えられた。

2 電力会社管内別の停電受容

全体的な傾向として，東北電力，九州電力管内の停電

受入率は高く ，北陸電力と四国電力管内の受入率は低か

った。管内別の停電受入率は図 3のとおりで，停電時間

の長さが l時間の場合，受入率が高い管内と低い管内で

は 20%程度もの差があった。
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図3 電力会社管内別の受入率(停電時間 1時間)

Fig. 3 Percentage of anれ，versto accept power out within each electric 

company serNlce area 

このような地域差が，必要とされる電力用途の地域性

と関係するかを検討するために，電力を優先的に使用し

たい家電の上位 2位までについて管内別の比較を行った

(表 2)。その結果，エアコン(夏期)および暖房機器(冬

期)を優先する割合が高い北陸電力管内は停電受入率が

低くなる，エアコン(夏期)と冷蔵庫(冬期)を必要と

する割合が低い東北電力管内は停電受入率が高くなるな

どの解釈が可能と考えられた。しかし，優先使用の回答

表 2 優先使用したい家電の管内別比較

Table2 S巴lectionpercentage comparison of electrical appliances for 

---._. ----・ ー--_-‘・・--・F園 田_. ー---・-----_.._--_... 日一

管内別
夏期 冬期

エアコン 冷蔵庫 暖房器具 冷蔵庫
東北 9.6% 48.9% 72.5% 1.7% 

東尽 20.2% 47.2% 31.5% 218% 

中部 16.2% 37.0% 28.9% 17.0% 

北陸 263% 43.8号も 49.4% 12.0% 

関西 23.8% 41.1% 27.0% 18.4% 
中国 26.7% 40.1% 33.7% 16.6% 

四国 243% 40.5% 33.0% 15.7% 

九州 24.5% 44.4% 29.6% 20.4% 
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図4 世帯年収と受入率

Fig. 4 Acceptance percentages of power out by annual 
household-income 

注:1)世帯年収がわからない (187)，無回答 (5)を除外。

….. 5∞-999万円一一 500万円未満

10% 

20% 

日%

割合が類似する関西電力管内と九州電力管内の受入率に

大きな差があることなどから，受λ率の地域差は使用機

器以外の要因も考慮、して解釈する必要があると考えられ

性別と停電受容

設定した停電時間の長さ・回数のすべての組み合わせ

において，女性の受入率は男性に比べて 8%""'10%高く

なった(表 3)。男女による受入率に差があるかを，母比

率の差の検定を行って確認したところ，表 3のように停

電 2時間・年 2-3回， 3時間・年 1-4回には有意な差

を認められなかったが，停電の長さが 30分と 1時間の場

合は年 1-4回のすべて， 2時間の場合は年 l回が 1%の

危険率で男女の受入率には差があるといえた。このよう

な結果から，女性は男性に比べ停電を受容する傾向が強

いと考えられた。

た。

3 

省エネ行動と停電受容

省エネ行動が停電の受容に影響するかを確認するため

に，設問として設定したそれぞ、れの省エネ行動 rYesJと

それ以外 rNoJの回答の停電受入率を比較した。

その結果，停電時間 30分・年 l回の条件のとき，受け

入れないと回答した割合は，省エネ行動 rNoJが rYesJ

に比べ，設問 14を除き，明瞭に大きくなった。停電時間

2時間・3時間の条件では，停電受入率自体が低くほとん

どの設問で有意な差が認められなかった。

5 男女の受入率

-ーーーーーーーー・ーー一 一一一一一一・..-一一--.._・・一一

停電回数
年I回 年2回 年3回 年4回

停電時間

30分
M 70.2% 61.3% 

ぽ設
49.3% 

事事

74.aも
司隣国h 司.. .. 

F 80.3% もi2.7。ん

1時間
M 46.2% 

事市

39.肪も
ぽま?

25.1% .. -ー・ .. 
F 55.a;も 48.ゆb 34.4% 

2時間
M 23.7% 

判断布
17.5% 

ぽi号 日.3%

F 29.4% 21.2% 12.~も

3時間
M 14.のも 8.3% 

片jご 7.1% 

17.2"1.。F 9.3% 7.7% 

否
M 28.2% 36.6% 45.5% 48.5% 

キホ*ホ .事 .. 
F 18.2'l也 24衿b 33.1% 36.2')，も

表3

注:1)否-どの条件でも停電を受け入れられない。
2) M:男性， F:女性， *5%有意，帥 1%有意
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図5 設問別省エネ行動・意識の非受入割合の比較

Fig. 5 Comparison of non-acceptance rates between 
“Yes" and “No" 

注:1)設問 14f環境家計簿をつけるJ(1.6%)は fYesJ
の回答数が少ないので除外した。

10% 20% 30% 40% 

停電を受け入れられないと答えた割合

世帯年収と停電受容

世帯年収を 500万円未満 (733)，500""'999万円 (552)， 

1，000万円以上 (191) の3グループに分けて，停電受入

率に違いがあるかを比較した。

その結果，図 4のように，世帯年収 500万円未満と 500

""'999万円の受入率には，差を認めることができなかっ

た。しかし，すべての停電時間と回数の組合せにおいて，

年収 1，000万円以上の受入率は他 2グループのそれに比

べ低くなる傾向があった。

そこで，年収 500万円未満， 500""'999万円と 1，000万

円以上の受入率について母比率の差を検定した結果， 1%

または5%の危険率で年収 1，000万円以上と他の2グ'ルー

プに差があるといえる停電の時間・回数の組合せが複数

あった (30分・年 l回， 2時間・年 1""'2回， 3時間・年

l回)。このことから，年収が 1，000万円以上の世帯は，

年収 1，000未満の世帯に比較して停電を受入れない傾向

があると考えられた。
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ill-1 で分類した a~c タイプの主な設問の回答と受入

率の関係は次のようにまとめられる。

.aタイプ:(Q・1) r不必要な電灯や冷暖房器具はこ

まめに消すJに関する比較結果(図 6)から分か

るように，停電時聞が 30分， 1時間および2時

間の場合，すべての設問で年 1-4回の停電回数

の rYesJ と rNoJの受入率には有意な差が認め

られた。とくに，停電時間 30分・年 l回は rYesJ

と rNoJで停電受入率に 20%の差があり，停電

の受容に対し明確な差があると考えられた。

.bタイプ:(Q-5) r電気製品を長時間使用しないと

きは，主電源を切ったりコンセントを抜く J，(Q・6)

「電気使用量は毎月気を勺けて見ている」の受入

率(図 7，8)のように rYesJは， rNoJに対し

て高くなる傾向があり，有意な差が認められるこ

とが多かった。.cタイプ:(Q・13)r省エネについて家族や友人・知

人などと話をする」の rYesJおよび rNoJの受

入率は図 9のとおりで aタイプ， bタイプと同

様に rYesJの受入率の方が明らかに高くなる傾

向が認められた。

このような分析結果から，省エネ行動に取り組んでい

る人の方が取り組んでいない人より停電を受容する可能

性が高いと考えられた。
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図7 省エネ行動・意識と受入率の関係(設問 5)

Fig. 7 Comparison ofacceptance perceniages ofpower out between 
“Yes" and“No"(Q・5action) 
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Fig. 8 Comparison of acceptance percentages ofpower out between 
“Yes" and“No"(Q・6action) 
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図9 省エネ行動・意識と受入率の関係(設問 13)

Fig.9 Comparison of acceptance percentages of power out between 
“Yes" and “No" (Q-13 action) 

V おわりに

自然エネルギーの導入拡大にともなう電力品質低下を

需要者がどの程度受け入れられるかを，設定した停電回

数・時間の組み合わせを選択してもらう方法で調査し，

受容可能な停電の条件の把握や人的な特性と受容との関

係を分析した。その結果，電気代削減なしで過半数が受

け入れる停電条件は， 30分・ 1-4固と 1時間・年 l固ま

でであること，停電回数の削減より停電時間の短縮の方
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が停電受け入れに有効であることなどを示すとともに，

30%の契約者が l時間・年4回を， 12%の契約者が 2時

間・年 4回を受け入れる可能性があることなどを明らか

にした。さらに，属性や省エネ行動と受入率の関係を分

析することで，女性が男性に比較して，また省エネ行動

の実施者が実施しない人に比較して停電を受け入れる傾

向があることなどを明らかにした。このような分析結果

から，停電を受け入れる給電契約が一定の割合で導入で

きる可能性があり，停電を受け入れる契約候補の選定に

省エネ行動・意識の把握が有効であると考えることがで

きた。また，省エネ行動・意識と優先使用したい家電選

択を比較したところ，夏期については省エネ行動を行っ

ているという回答 (Yes)の人が冷蔵庫を優先し，それ以

外の回答 (No)の人がエアコンを優先する傾向が顕著で、

あった。一方，冬期に関しては省エネ行動・意識と選択

家電の種類に明瞭な関係は認められなかった。

このような結果および表2の優先家電の地域別選好性

から，必要とされる電力用途には時期や地域により違い

のあることがうかがえた。このため，停電受入れ条件の

検討においては，時期や地域による用途を考慮して電力

の価値を評価する視点、も重要であると考えられた。

今後，農山村地域を中心に再生可能電源、が増加し，分

散型エネルギー・システムが普及する場合，電力供給に

おける予備力の最適化は技術的経済的に重要な課題にな

ると考えられる。その際，需要側が協調する電力システ

ムのデザインは，過大装備を回避するためにも，ことに

注目されなければならないといえる。

このような課題に対し，本研究の成果は電力システ

ム・デザインにおいて，過大な設備容量の保持や維持管

理により供給側にすべての調整を課すというアプローチ

だけでなく，停電受入れの契約などにより需要側が協調

して設備容量を最適化するというアプローチが十分に想

定できることを示せたといえる。

ただし，本研究では停電というデマンドレスポンス導

入において，充分な検討が不可欠と考えられる電力用途

や停電による影響の地域差，停電の実施方法，受入と住

まい方や行動パターンとの関係，停電に対処する行動の

可能性などについてまったく考察できていない。したが

って，今後，需給協調による分散型電力システムの予備

力や安定性の検討を行うためには，職業や住まい方，さ

らに季節や地域による電力の必要性や用途に違いがある

ことにも配慮し，停電が許容される時期や時間帯，環境

や家庭事情による停電受入れへの影響，電気料金削減を

想定したときの停電受入れ条件や地域性などに関する調

査・分析が必要と考えられる。
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art technologies. Among many possible ways for handling RERs， to examine a possibility on Demand Response (DR) of power 

system， a questionnaire survey of an acceptable condition to electricity power out was conducted. As a result， answers of not accept 

outage were incr巴asedin case of more times and longer duration of power out. In addition， the percentage of accepting outage was 
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