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概要 

 

市民共同発電および緑のカーテンの外部性を明らかにする目的か

ら，街なかの市民共同発電と緑のカーテンへの住民による知覚や認

知が，自宅内での節電行動に影響を与えるか，さらに周辺住民との

コミュニケーション等を通じて，他の住民にも節電行動を勧めるか

を検証した。住民への質問紙調査のデータを用いた共分散構造分析

の結果，湖南市では，市民共同発電施設の知覚や認知が，自宅内で

の節電行動に関係すること，両市ともに緑のカーテンに係る近隣住

民との会話は，自宅内での節電行動および他の住民に節電行動を勧

める行為に関係すること，両市ともに市民共同発電および太陽光発

電に係る近隣住民との会話は，他の住民に節電行動を勧める行為に

関係することなどが明らかとなった。 
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１．研究の目的 

家庭での電力需要抑制が一層望まれる状況下で，厳しい財政状況を踏まえると，今後の地球温

暖化抑制政策は，より効率的で効果的であることが求められる。市民共同発電所，公共施設等で

の緑のカーテン実施という行政の個別施策が，目に見える形での CO2削減・省エネ推進という住

民へのアナウンスメント効果となり，①家庭での節電行動を促進させる，②身近な他者とのコミ

ュニケーションにより，個人・家庭から都市・コミュニティへと節電効果が広がる，という施策

効果の波及メカニズムを明らかにする。 
そこでは 2 つの施策に係る住民の反応の違い（視認性，身近な他者との会話での話題のしやす

さなど）において，目に見えるモノ（市民共同発電所[太陽光パネル]，緑のカーテン）の知覚や

認知だけでなく，そのモノに関わる他者との会話等のコミュニケーションが，前述①②の効果を

高めるとの仮説を検証する。これにより，ただモノをつくり一方的に情報提供するだけでなく，

そのモノが口コミなど住民間で情報流通するようなソフトの制度・しくみの必要性を示す。 

 

２．研究の経過 

2.1 研究対象地域の設定 
市民共同発電に対する住民の知覚や認知水準が高い地域が望ましい。また，夏季に街なかに緑

のカーテンがある程度見られる地域であることも求められる。これらを踏まえて，滋賀県湖南市

を対象地域（自治体）とした。湖南市では，1997 年に日本初の事業型市民共同発電所が設置され，

現在までに 6 基が稼働している。また 2012 年に日本で初の理念型の「湖南市地域自然エネルギ

ー基本条例」が制定された。これらより，湖南市では市民共同発電への住民の知覚や認知水準が

高いと想定される。また湖南市では緑のカーテン普及施策が実施されており，夏季において街な

かで緑のカーテンが知覚される状況にあると想定される。 
加えて，市民共同発電への住民の知覚や認知水準の異なる地域間での比較検討のため，さらに

もう 1 地域を選定する。湖南市近隣の自治体で，比較的多くの市民共同発電が設置されているこ

と，緑のカーテン普及施策が実施されていることを基準に文献調査等を行った。結果，滋賀県守

山市を選定した。守山市では 2013 年に最初の市民共同発電が設置され，現在までに 4 基が稼働

している。また緑のカーテン普及施策も実施されている。 
次に質問紙配布地域（地区）を選定した。市民共同発電の存在の「認知」水準においては，広

報等で情報提供や出資募集がなされているため，地理的な影響は相対的に小さいと想定される。

ただ市民共同発電への近接性は，住民の「知覚」水準に影響を与えると想定される。市民共同発

電に対する住民の知覚や認知水準の高い地区の選定のため，両市ともに各市民共同発電が立地す

る町丁目とそれに隣接する町丁目を，配布地区として選定した。 
 

2.2 仮説モデルの設定 
図 1 のような仮説モデルを設定する。認知心理学での知覚・認知・行動のプロセスに基づき，

知識・情報としての説明変数と，行動意図・行動としての目的変数の関係を分析する。図 1 の構

造として，節電行動に係る自身の実施意欲である[節電行動実施]，および他者に節電行動実施を

勧める行為である[節電行動実施勧め]に対して，市内の市民共同発電施設の知覚と認知，太陽光



パネルおよび緑のカーテンの知覚とそれらに係る会話が影響を与えると仮定し検証する。また属

性変数として，[性別ダミー]（男性 0，女性 1），[年齢ダミー]（60 歳未満 0，60 歳以上 1）も設定

する。 
 

図 1 仮説モデル 

 
誤差変数，攪乱変数，ダミー変数，説明変数間の共分散は省略して描図。 

 

図 1 の各変数の下位尺度に関する質問項目は，表 1 記載のとおりである。 
 

表 1 記述統計 

 

cp.3

cp.5
cp.4

cp.6

sp.1

sp.2

市民共同発電

会話

ct.1 ct.2

市民共同発電

施設認知

gp.1

gp.2

緑のカーテン

推移知覚

cp.2

太陽光パネル
推移知覚

st.1 st.2

緑のカーテン

会話

gt.1 gt.2

節電行動

実施

太陽光発電

会話

節電行動

実施勧め

cp.1 en.3

en.4

en.6

en.2
en.7

en.5

節電行動

(その他)

節電行動

(冷蔵庫)

en.1

mean  SD  mean  SD  
cp.1 てんとうむし1号(㈱なんてん共働サービス；石部南6丁目10-10) 3.06 (1.92)
cp.2 てんとうむし2号(高齢者グループホーム わいわい；石部東7丁目5-25) 2.59 (1.68)
cp.3 コナン市民共同発電所初号機(地域活動センター バンバン；西峰町1-1) 2.63 (1.63)
cp.4 コナン市民共同発電所弐号機(甲西陸運㈱；柑子袋278) 3.09 (1.82)
cp.5 コナン市民共同発電所参号機(柑子袋まちづくりセンター；柑子袋860-1) 3.23 (1.89)
cp.6 コナン市民共同発電所四号機(十二坊温泉ゆらら；岩根678-28) 2.62 (1.64)
cp.7 もりやま市民ソーラー1号機(市立守山中学校；石田町350) 3.34 (1.88)
cp.8 もりやま市民ソーラー2号機(市立小津こども園；欲賀町879) 3.00 (1.81)
cp.9 もりやま市民ソーラー3号機(市立河西幼稚園；今市町25-1) 2.31 (1.35)
cp.10 もりやま市民ソーラー4号機(市立吉身保育園；吉身2-6-61) 2.37 (1.38)
sp.1 市内で太陽光発電を設置する人が増えてきている 3.98 (1.11) 3.94 (1.14)
sp.2 市内の太陽光発電の量が増えてきている 3.91 (1.12) 3.84 (1.17)
gp.1 市内で緑のカーテンに取組む人が増えてきている 3.08 (1.13) 3.31 (1.06)
gp.2 市内の緑のカーテンの量が増えてきている 3.01 (1.13) 3.23 (1.04)
ct.1 近所の人と，市民共同発電の話をよくする 1.84 (1.05) 1.85 (0.97)
ct.2 友人・知人(近所の人以外)と，市民共同発電の話をよくする 1.85 (1.08) 1.84 (0.96)
st.1 近所の人と，太陽光発電の話をよくする 2.22 (1.19) 2.38 (1.19)
st.2 友人・知人(近所の人以外)と，太陽光発電の話をよくする 2.31 (1.22) 2.50 (1.20)
gt.1 近所の人と，緑のカーテンの話をよくする 2.27 (1.22) 2.49 (1.20)
gt.2 友人・知人(近所の人以外)と，緑のカーテンの話をよくする 2.33 (1.25) 2.46 (1.19)
en.1 エアコンの温度は28℃を目安に設定する 3.16 (1.55) 3.29 (1.46)
en.2 エアコンの不必要なつけっぱなしをしない 4.27 (1.03) 4.22 (1.04)
en.3 冷蔵庫にものを詰め込み過ぎないようにする 3.61 (1.20) 3.69 (1.11)
en.4 冷蔵庫のとびらの開閉回数は少なく・短くする 3.57 (1.07) 3.64 (1.02)
en.5 テレビは必要な時以外は消す 3.87 (1.20) 3.97 (1.09)
en.6 日中は照明を消して，夜間も照明をできるだけ減らす 3.87 (1.11) 3.88 (1.04)
en.7 シャワーは不必要に流したままにしない 4.24 (0.96) 4.27 (0.92)
en.8 電気製品は使わない時は，リモコンの電源ではなく本体の主電源を切

る，またはコンセントからプラグを抜く
2.35 (1.37) 2.33 (1.38)

近所の人に節電を勧めている 1.94 (1.12) 2.08 (1.07)節電行動実施勧め

-

-
-
-

-
-
-
-

要素 設問文
湖南市 守山市

節電行動
実施

(n=565)

太陽光パネル
推移知覚

緑のカーテン
会話

太陽光発電
会話

市民共同発
電会話

市民共同発
電施設認知

-

(n=500)

緑のカーテン
推移知覚

-



説明変数について，[市民共同発電施設認知]は，湖南市では表 1 の 6 つ，守山市では 4 つそれ

ぞれの市民共同発電施設の認知度について，「よく知っている－全く知らない」の 6 件法で測定

した。尺度の内的整合性を示すクロンバック α 係数は，湖南市で 0.904，守山市で 0.823 となった。

[市民共同発電施設認知]は施設の知覚だけでなく，出資募集や稼働状況に係る広報等での情報に

基づく認知としての水準が測定される。なお湖南市の 6 つの施設の平均値は 2.87，守山市は 2.76
となった。 

[太陽光パネル知覚推移]，[緑のカーテン知覚推移]，[市民共同発電会話]，[太陽光発電会話]，[緑
のカーテン会話]は，それぞれ表 1 に示した 2 項目ずつにより，「強くそう思う－全くそう思わな

い」の 6 件法で測定した。α 係数は両市ともにいずれも 0.70 より大きくなった。[太陽光パネル知

覚推移]，[緑のカーテン知覚推移]は，市内の公共施設や教育・福祉施設，家庭，事務系事業所や

各種店舗等での太陽光パネルの設置や緑のカーテンの実施状況の推移に係る知覚水準が測定さ

れる。これら知覚が[節電行動実施]とともに，[節電行動実施勧め]に影響を与えると仮定する。 
[性別ダミー]に関して，未回答を除き，湖南市では男性 248，女性 308，守山市では男性 238，

女性 250，[年齢ダミー]に関して，未回答を除き，湖南市では 60 歳未満 203，60 歳以上 361，守

山市では 60 歳未満 185，60 歳以上 314 となった。 
目的変数について，[節電行動実施]は省エネルギーセンター資料を参考に設定した。表 1 の各

節電行動の 2019 年夏季の取組み状況について，「ほぼ実施した(100%)－概ね実施した(75%)－た

まに実施した(50%)－あまり実施せず(25%)－ほとんど実施せず(0%)」の 5 件法で測定した。そし

て各選択肢の実施水準（100%，75%，50%，25%，0%）を間隔尺度として捉え，5 件法にて点数

化した。 
また[節電行動実施勧め]は，表 1 に示した項目により，「強くそう思う－全くそう思わない」の

6 件法で測定した。 
 
2.3 質問紙調査の実施 

2019 年 8 月下旬～9 月上旬に，両市それぞれの配布地域内の戸建て全世帯に対して，ポスティ

ングにて質問紙を配布し（湖南市 2,583 部，守山市 2,635 部），郵送にて回収した。なお，太陽光

パネルの知覚状況を仮説モデルに含むことから，集合住宅世帯の住民のバイアスを避ける目的

で，配布先を戸建て世帯に限定した。結果，湖南市で 565 部，守山市で 500 部の有効回答を得た。

有効回答率はそれぞれ 21.9%と 19.0%であった。 
湖南市の回答者の内訳は，未回答を除き男性 43.9%，女性 54.5%，10-20 代 1.4%，30-40 代 16.3%，

50-60 代 49.2%，70 代以上 32.9%となった。守山市では未回答を除き男性 47.6%，女性 50.0%，10-20
代 0.8%，30-40 代 22.2%，50-60 代 39.0%，70 代以上 37.8%となった。 

 

３．研究の成果 

3.1 分析モデルの設定 
質問紙調査データをもとに，共分散構造分析により，両市それぞれで図 1 の仮説モデルの妥当

性の検証を行い，節電行動に係る自身の実施意欲および他者への実施の勧めに対し，影響を与え

る要因を検証する。 
分析モデル設定のため，表 1 の「節電行動実施」について，両市それぞれで最尤法，プロマッ



クス回転により因子分析を行った。両市ともに en.8 の因子負荷量が 0.35 を下回ったため，これを

除外して再度因子分析を行った。 
結果，両市ともに同じ項目で 2 因子が抽出された（表 2）。これらを[節電行動(冷蔵庫)]，[節電

行動(その他)]と命名した。また，尺度の内的整合性を示すクロンバック α 係数は，表 2 に示すと

おり一般的な基準である 0.70 を下回ったが，項目数が少ないこと，もともと性質の異なる要素が

混在していることもあり，この結果を採用した。 
 

3.2 分析モデルの検証 
分析モデルについて，共分散構造分析を実施した。モデルの識別性確保のため，潜在変数から

下位尺度の観測変数へのパスで，それぞれ図 1 上で最も上あるいは左にあるパス係数を 1 に固定

する制約を課し，最尤法により解を求めた。また，AMOS19.0 を用いた完全情報最尤推定法によ

り，欠損値を含めた分析を行った。 
 

表 2 因子分析結果（左；湖南市，右；守山市） 

  
 
結果，表 3 のように，湖南市のモデルの適合度は CFI=0.964，RMSEA=0.050，守山市では CFI

=0.970，RMSEA=0.046 となり，良好な適合度を示した。なお，両市のモデルとも潜在変数から下

位尺度の潜在変数および観測変数へのパスは全て有意となった（p<0.01）。以下，表 3 に基づい

て，[節電行動実施]へのパス，[節電行動実施勧め]へのパスごとに分析結果を考察する。 
 

3.3 [節電行動実施]へのパスの考察 
[節電行動実施]へのパスについて，[緑のカーテン会話]からのパスが，両市ともに有意である

（p<0.05）。なお[緑のカーテン会話]は，[節電行動実施勧め]へのパスも両市ともにいずれも有意

である（p<0.01）。緑のカーテンに係る会話では，緑のカーテンそのものだけでなく，緑のカー

テンの機能としての節電効果に係る話題もあがることで，節電行動に係るパスも含めたこれらパ

スが有意になると解釈できる。 
次に，湖南市のみ，[市民共同発電施設認知]からのパスが有意である（p<0.05）。湖南市では

湖南市      F1      F2
F1：節電行動(その他) (α=0.630)

en.6 日中は照明を消して，夜間も照
明をできるだけ減らす

0.59 0.11

en.7 シャワーは不必要に流したまま
にしない

0.56 0.21

en.2 エアコンの不必要なつけっぱな
しをしない

0.50 0.20

en.5 テレビは必要な時以外は消す 0.46 0.12

en.1 エアコンの温度は28℃を目安に

設定する
0.40 0.15

F2：節電行動(冷蔵庫) (α=0.666)

en.3 冷蔵庫にものを詰め込み過ぎな
いようにする

0.15 0.87

en.4 冷蔵庫のとびらの開閉回数は少
なく・短くする

0.44 0.51

因子寄与 1.50 1.14
累積寄与率 21.40 37.70

守山市      F1      F2
F1：節電行動(その他) (α=0.654)

en.6 日中は照明を消して，夜間も照
明をできるだけ減らす

0.67 0.21

en.7 シャワーは不必要に流した

ままにしない
0.59 0.10

en.5 テレビは必要な時以外は消す 0.54 0.19

en.1 エアコンの温度は28℃を目安に 0.40 0.09

en.2 エアコンの不必要なつけっぱな
しをしない

0.38 0.26

F2：節電行動(冷蔵庫) (α=0.680)

en.3 冷蔵庫にものを詰め込み過ぎな
いようにする

0.12 0.99

en.4 冷蔵庫のとびらの開閉回数は少
なく・短くする

0.37 0.48

因子寄与 1.54 1.37
累積寄与率 21.90 41.50



2012 年に日本で初の理念型の「湖南市地域自然エネルギー基本条例」が制定されるなど，住民の

環境・エネルギー意識等の水準の高さにより，自身の節電行動実施への影響があると考えられる。 
また高年齢層の[節電行動実施]も両市ともに有意である（p<0.05）。 
 

表 3 分析結果 

 
** p< 0.01，* p< 0.05。係数は全て標準化解。 

 
3.4 [節電行動実施勧め]へのパスの考察 

[節電行動実施勧め]へのパスについて，[市民共同発電施設認知]，[太陽光パネル知覚推移]，[緑
のカーテン知覚推移]からのパスは，両市ともにいずれも 5%水準で有意でない。 
他方，[市民共同発電会話]，[太陽光発電会話]，[緑のカーテン会話]からのパスは，両市ともに

いずれも有意である（p<0.05）。これらより，再エネ施設や省エネの取組みの認知や知覚ではな

く，それらに係る会話の中で，ネガティブでなくポジティブな情報共有等がなされることで，他

者に行動を勧めると考えられる。 
 
3.5 まとめ 
本研究では，市民共同発電および緑のカーテンの外部性を明らかにする目的から，市民共同発

電と緑のカーテンによる住民の節電行動への波及効果を明らかにした。具体的には，街なかの市

民共同発電と緑のカーテンへの住民による知覚や認知が，自宅内での節電行動に影響を与える

か，さらに周辺住民とのコミュニケーション等を通じて，他の住民にも節電行動を勧めるかを検

証した。そして，再生可能エネルギー施設としての街なかの太陽光パネルの知覚，省エネルギー

の取組みである街なかの緑のカーテンの知覚による影響との比較も通じ，“市民共同”の太陽光発

電が与える影響も検証した。 
結果，以下が明らかとなった。 
・ 湖南市では，市民共同発電施設の知覚や認知が，自宅内での節電行動に関係する 

市民共同発電施設認知→節電行動実施 0.14 * 0.01
太陽光パネル推移知覚→節電行動実施 0.04 -0.07
緑のカーテン推移知覚→節電行動実施 -0.05 -0.06

市民共同発電会話→節電行動実施 -0.09 0.09
太陽光発電会話→節電行動実施 0.02 -0.09

緑のカーテン会話→節電行動実施 0.18 * 0.22 *
市民共同発電施設認知→節電行動実施勧め 0.00 0.01
太陽光パネル推移知覚→節電行動実施勧め -0.04 -0.05
緑のカーテン推移知覚→節電行動実施勧め 0.03 0.05

市民共同発電会話→節電行動実施勧め 0.20 ** 0.14 *
太陽光発電会話→節電行動実施勧め 0.24 ** 0.34 **

緑のカーテン会話→節電行動実施勧め 0.35 ** 0.24 **
性別ダミー→節電行動実施 0.02 0.03

性別ダミー→節電行動実施勧め -0.05 0.00
年齢ダミー→節電行動実施 0.28 ** 0.21 **

年齢ダミー→節電行動実施勧め -0.04 0.01

モデルの適合度

湖南市 守山市
(n=565) (n=500)

CFI=0.964,
RMSEA=0.050

CFI=0.970,
RMSEA=0.046



・ 両市ともに，緑のカーテンに係る近隣住民との会話は，自宅内での節電行動および他の住

民に節電行動を勧める行為に関係する 
・ 両市ともに，市民共同発電および太陽光発電に係る近隣住民との会話は，他の住民に節電

行動を勧める行為に関係する 

 

４．今後の課題 

本研究では，街なかの市民共同発電，緑のカーテンの知覚や認知が，①家庭での節電行動を促

進させる，②身近な他者とのコミュニケーションにより，個人・家庭から都市・コミュニティへ

と節電効果が広がる可能性があるかを検証した。そして，目に見えるモノ（市民共同発電所[太陽

光パネル]，緑のカーテン）の知覚や認知だけでなく，そのモノに関わる他者との会話等のコミュ

ニケーションがポジティブであることが，特に②の効果を高めるとの結果が示された。 
本研究では節電行動に限定して分析を行った。今後はこれに加え，市民共同発電および緑のカ

ーテンに係る自身の実施意欲（市民共同発電出資，緑のカーテン実施），および他者へ実施を勧

める行為（市民共同発電出資の勧め，緑のカーテン実施の勧め）まで明らかにすることで，住民

の他者とのコミュニケーションによる影響の総合的な広がりを把握できるとともに，市民共同発

電，緑のカーテン実施に係る行政の支援・促進施策の包括的な効果を明らかにできると考える。 

  




