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本事業の目的と概要 
 
• 横浜・豊田・けいはんな・北九州の４地域では、ピークカット・ピークシフトなど
による経済効果の評価・測定を行う。 
 

• 測定したデータは、日本のエネルギー政策の費用便益判断に活用できる。 
 

• 有益なデータを測定するためには、客観性を確保するなど適切な方法論の確
保が必要。 
 

• 米国エネルギー省では、デマンド・レスポンスの経済効果を正しく測定する 
ための、社会実証実験のガイドラインを策定している。 
 

• 当該事業では、米国エネルギー省のガイドラインに従った有益なデータを測
定するため、４地域と共同して実証実験の設計・運営を行う。 
 

• 本事業で測定されたデータが、将来のエネルギー政策などの判断や民間企
業のビジネスチャンス創出に寄与することが期待されている。 



スマートグリッド社会実証の作法 
ー米国の経験を踏まえてー 
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二兎を追い収斂する日米のスマートグリッド 
 
【米国】 

2000年代初頭カリフォルニア電力危機から、 
オバマ政権グリーンニューディールへ。 

【日本】 
再生可能エネルギー導入に伴う余剰吸収から、 
震災後電力不足に伴うデマンドレスポンスへ。 

 

先行する米国のスマートグリッド社会実証 
 
• 100近い社会実証が行われてきた。 
• ピークカット効果はゼロから50%まで千差万別。 
• 不適切な社会実証に関する疑問が噴出。 
• 多額の予算をかけながら膨大な社会実証が無駄に。 
• 米国エネルギー省はガイドラインを設け、Randomized Controlled Trial (RCT、
無作為化比較試験)を義務付け。 
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米国エネルギー省が推奨するRCT 
 
• サンプル数を十分に確保する。 

 
標準誤差に応じた有効サンプル数を確保する。サンプル数が足りずに本当は効果がないのに効果があると
か、本当は効果があるのに効果がないという過去の過ちを繰り返さない。 

 
• コントロール・グループを設ける。 

 
外的な環境要因の影響をコントロールする。例えば、ダイナミック・プライシングがデマンド・レスポンスに与え
る効果を測るために、ダイナミック・プライシング導入のトリートメント・グループと非導入のコントロール・グ
ループを作る。なぜ単純なビフォー・アフターの比較でトリートメント効果が識別できないのか。震災の今年は
節電要請で20%のピークカットがあり、来年に節電要請がなくなり、ダイナミック・プライシングを入れて10%の
ピークカットしかなかったら、ビフォー・アフターの比較では、ダイナミック・プライシングによって10%のピーク
アップがあったように映る。 

 
• 無作為抽出を行う。 

 
参加者の募集とトリートメントの割り当てをランダム化する。参加意欲の高い者だけが参加したり、彼らだけに
トリートメントを与えると、推定量は自己選抜バイアスを含む。例えば、実際には10%しかピークカットがないの
に、50%あるかのような誤った結論を出し、政策をミスリードする。 
 

添付参考資料1 
「スマートコミュニティ社会実証の考え方ー米国のガイドラインを参考にー」 



11 

社会実証で何をトリートメントにするのか 
 
【米国が標準的に導入するトリートメント】 
• 価格トリートメント(TOU・CPP・PTRなど) 
• 情報提供トリートメント（見える化・省エネ教育・気温自動調整など） 
【日本が先んじて導入するトリートメント】 
• 一歩進んだトリートメント（PV・EV/PHEV・モバイル・省エネコンサル・ADR） 

 

社会実証で何をアウトカムにするのか 
 
• 総量省エネ効果（年間・季節・月・日別） 
• ピークカット効果（年間・季節・月・日別） 
• ピークシフト効果（年間・季節・月・日別） 
以上に付随する温暖化ガス排出量の削減効果もアウトカム 
 

測定効果の2つの品質保証 
 
• 国内参考記録＝十分なサンプル数＋コントロール・グループ 
• 国際標準記録＝十分なサンプル数＋コントロール・グループ＋ランダム化 



【適切な社会実証実験】 

• ダイナミック・プライシングのピークカット効果を調べたい 

• 母集団の外的妥当性を確保する 

• トリートメントとコントロールの2つのグループを設ける 

• トリートメントとコントロールの割り振りはランダムに行う 

 

 
デ ー タ 収 集

(before) 

コントロール・ 

グループ 

DPの導入 

均一価格 

デ ー タ 収 集
(after) 

トリートメント・ 

グループ 

12 

参考 



13 

参考 政策評価手法の質(医学調査など) 
 
【国際標準記録】 ・・・ この調査だけが一流学術雑誌に掲載される 

 CONSORT(Consolidation of the Standard of Reporting Trial)宣言に従う必要あり 

Randomized Controlled Trial(無作為化比較試験) 
＝十分なサンプル数＋コントロール・グループ＋ランダム化 

 さらにオープン化・一重盲見化・二重盲見化でレベル分け 

   ・・・・・・・・・・超えられない壁・・・・・・・・・・・・・ 
【国内参考記録】 ・・・ 学術的に感心できないが参考にはなる 

Controlled Trial(比較試験) 
＝十分なサンプル数＋コントロール・グループ 
• Cohort Study(コーホート研究・観察研究) ・・・ 前向き調査 
• Case Control Study(症例対照研究) ・・・ 後ろ向き調査 

   ・・・・・・・・・・超えられない壁・・・・・・・・・・・・・ 
• Ecological Study(地域相関研究) ・・・ 同一時点比較 

   ・・・・・・・・・・超えられない壁・・・・・・・・・・・・・ 
【税金の無駄】 ・・・ やっても意味がないので止めた方が良い 

コントロール・グループのない研究 
＝十分なサンプル数のみ 
• 同一トリートメント・グループのビフォー・アフターの比較 



現在進む米国エネルギー省社会実証 
 

【カリフォルニア州】 ・・・ 米国最大級・最先端 
• 時期     2012.6〜2013.9 
• 世帯数     57,000世帯 
• 実証設計    RCT w. 自発参加型&自発退出型併用； 
• 価格トリートメント  自発退出型 Tiered w. TOU・CPP併用; 
       自発参加型・自発退出型併用 Tiered w. CPP； 
• 情報提供トリートメント ディスプレー, Webポータル, 自動温度調整 
 
その他の社会実証 
• バーモント州/ミシガン州/ミネソタ州/ネバダ州/オクラホマ州/マサチューセッ

ツ州/オハイオ州 
 

添付参考資料2 
「米国スマートグリッド社会実証実験(消費者行動分析)の現状」 
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社会実証参加消費者のプロテクション 
 
• 事業者に収入中立性を課する。 

 
ダイナミック・プライシングを入れる時に、ピーク時の割増による期待支払増加額とオフピーク時の割引による
期待支払減少額が相殺するようにする。 

 
• 参加者に事前アカウントを与える。 

 
参加者に参加インセンティブを与え、年１万円などの事前アカウントを与え、そこから金額を足したり減らしたり
する。実証終了後に多くの参加者は1万円以上のアカウントを得る。 

 
• 参加者にビルプロテクションを与える。 

 
支払額がかさみ、アカウント残額がゼロになった時、それ以上の超過支払は求めない。時間計量は続けるが、
社会実証の分析データでは扱わない。 
 

• 参加者に事後的な公平性を確保する。 
 
参加者の要求がある場合、RCTによるトリートメントの不公平を和らげるために、最終的に全ての参加者が同じ
トリートメント受けられるようにする。上記プロテクションが十分なら必須ではない。 
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日本4地域社会実証の現状と課題 
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横浜市 
 

• 規模の大きさが魅力 
• PV設置と非設置の比較 
• 多種多様なダイナミック・プラ

イシングのDR 
• ADRアップグレード 

 
• PV非設置サンプルの確保 
• EV社会実証との連携 

豊田市 
 

• 世界一の社会実証技術 
• 最高級スマートホーム 
• EV/PHEV家庭充電が中核 
• ADRアップグレード 

 
• サンプル数が少ない 
• EV/PHEV家庭充電がランダ

ム化されない 
 

北九州市 
 

• 熱意溢れる地域一帯の取組 
• 現金を用いたダイナミック・プ

ライシング 
• スマートフォンの活用 
• 地域型インセンティブの活用 

 
• サンプル数が限られる 
• 既に十分高効率世帯対象 

けいはんな 
 

• 電力会社リソースを活用 
• 行き届いた地域調査 
• 斬新な省エネコンサル 
• オール電化世帯中心 

 
• ガス併給世帯への拡張 
• エコ・ポイントとダイナミック・プ

ライシングの差別化 
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【横浜市社会実証】 
 
【グループ分け】 
3000〜4000世帯を3グループに分け、それぞれでRCTを行う。 
• PV＋HEMS 
• PV＋HEMS＋オール電化(HEMS設置家庭の４割；TOU導入済み) 
• HEMS単体 
 
【価格トリートメント】(検討中) 
• PV設置家庭：対ネット消費量、ダイナミック・プライシング(TOU, CPP/CBPな
ど)を課す。 
注：ネット消費量＝グロス消費量ー自家発電量 ・・・ 晴天時など負値をとる時もある 
注：オール電化契約世帯はTOUがベース、非契約世帯はフラットがベース 
注：負荷抑制にはピーク価格を引き上げるCPP、余剰吸収にはピーク価格を引き下げるCBPで対応 

• HEMS単体家庭：対グロス消費量、ダイナミック・プライシング(TOU, CPPなど)
を課す。 

 
【情報提供トリートメント】(検討中) 
• ディスプレー・Webポータル・レコメンド・モバイル。 
• 手動DRから蓄電池などADRへのアップグレード。 
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【横浜市社会実証】 
 
【得られるDR効果】 
• PV設置(国内参考記録)。 
• 多種多様なダイナミック・プライシング(国際標準記録)。 
• 多種多様な情報提供(国際標準記録)。 
• ADRアップグレード(国際標準記録)。 

 
【横浜市社会実証の意義】 
• サンプル数が多く多様な仮説を検証。 
• 世界初となるPVプロシューマー行動の検証。 
• 世界的に注目が高いモバイル・アウトリーチ。 
• 世界初となるADRの社会実証。 

 
【横浜市社会実証の課題】 
• ７回の意見交換を通じて枠組みの課題は解決。 
• HEMS単体のサンプル数確保。 
• ADR社会実証の充実。 
• EVを対象としたDR社会実証との連携模索。 
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参考 (サンプル数Nは仮想) 
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【豊田市社会実証】 
 
【グループ分け】(検討中) 
• 67世帯(PV・HEMS・蓄電池・PHEV貸与)で移行型RCTを行う。 
• 160世帯(PV)でRCTを行う。 
 
【価格トリートメント】(検討中) 
• PHEVあり家庭・PHEVなし家庭：対ネット消費量、アワー・プライシング(前日通
知)を課す。 
注：コントロール・グループはフラット料金がベース 
注：変動幅は対フラット–100%〜＋300% 

 
【情報提供トリートメント】(検討中) 
• PHEVあり先行33世帯はマニュアルDRからADRへのアップグレード。残りの34
世帯はDRなしからマニュアルDRへアップグレード。 

• PHEVなし80世帯はマニュアルDRを受ける。 
 注：見える化はディスプレー・Webポータル・モバイルでアウトリーチする 
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【豊田市社会実証】 
 
【得られるDR効果】 
• PHEVの家庭充電(国内参考記録)。 
• アワー・プライシング(国際標準記録)。 
• ADRアップグレード(国際標準記録)。 

 
【豊田市社会実証の意義】 
• PHEVからADRまでカバーした世界一の技術水準。 
• EV/PHEVの一斉充電時の負荷制御が米国の最大の課題に。 
• 変動の頻繁なアワー・プライシングを導入。 
• マニュアルDRからADRへの切り替えが最大の狙い。 

 
【豊田市社会実証の課題】 
• PHEV貸与のRCT化を検討するが不可。 
• サンプル数が少ないので統計的有意性が出るか。 
• マニュアルDRをADRに切り替えるときにコントロール・グループを作ること。 
• それぞれのステージで１年間のデータをとり、十分な比較期間を設けること。 
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年次計画イメージ(検討中) 

PHEV・蓄電池あり (N=67) 〜2012年10月 2012年10月〜2013年10月 2013年10月〜2015年3月 

A1 (N=33) 募集・一部先行 マニュアルDR(HP) ADR(HP) 

 A2 (N=34) 募集・一部先行 コントロール(フラット) マニュアルDR(HP)* 

PHEV・蓄電池なし (N=160) 〜2012年10月 2012年10月〜2013年10月 2013年10月〜2015年3月 

B1 (N=80) 募集・時間計量 マニュアルDR(HP) マニュアルDR(HP) 

B2 (N=80) 募集・時間計量 コントロール(フラット) コントロール(フラット) 

参考 

*希望があれば2014年10月からADR(HP)にアップグレードする可能性あり 
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【けいはんな学研都市社会実証】 
 
【グループ分け】(検討中) 
800世帯を2グループに分け、それぞれでRCTを行う。 
• オール電化(TOU導入済み)。 
• 電気ガス併給世帯 
 
【価格トリートメント】(検討中) 
• ダイナミック・プライシング(詳細未定)を課す。 

注：オール電化契約世帯はTOUがベース、電気ガス併給世帯はフラットがベース 

 
【情報提供トリートメント】 
• 時間計量データから得られた行動履歴をもとに省エネ機器買い替えを含めた
省エネコンサルを行う。 
注：ピーク時の割高価格は、平時のDRを促すと共に、省エネ機器買い替えのインセンティブとしても機能 
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【けいはんな学研都市社会実証】 
 
【得られるDR効果】 
• ダイナミック・プライシング(国際標準記録)。 
• カスタマイズされた省エネコンサル(国際標準記録)。 

 
【けいはんな社会実証の意義】 
• 米国の社会実証は手動DRからADRへの移行させる方向が主流だが、その過
程で時間計量データに基づく機器買い替えを含めた省エネコンサルに注目し
たのは斬新。新しいビジネス・モデルにつながる可能性あり。 
 

【けいはんな社会実証の課題】 
• 当初は基本コンセプト設定に手間取るも2011年秋以降は急速に前進。 
• エコポイントと電気料金のDRを併用し、どちらが有効か検証できれば意義は
倍増。 

• 機器単位の計量データは不要か(スマートタップ設置の可否)。 
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参考 (サンプル数Nは仮想) 

年次計画イメージ(検討中) 

オール電化 (N=400) 〜2012年 2013年 2014年(検討中) 

A1 (N=100) 募集・DP開始 DP＋省エネコンサル DP＋省エネコンサル 

A2 (N=100) 募集・DP開始 DP DP 

A3 (N=100) 募集・DP開始 省エネコンサル 省エネコンサル 

A4 (N=100) 募集・DP開始 コントロール(TOU) コントロール(TOU) 

電気ガス併用 (N=400) 〜2012年 2013年 2014年（検討中） 

B1 (N=100) 募集・DP開始 DP＋省エネコンサル DP＋省エネコンサル 

B2 (N=100) 募集・DP開始 DP DP 

B3 (N=100) 募集・DP開始 省エネコンサル 省エネコンサル 

B4 (N=100) 募集・DP開始 コントロール(フラット) コントロール(フラット) 
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【北九州市社会実証】 
 
【グループ分け】 
• 2棟のマンション209世帯でRCTを行う(既にTOU導入済み)。 
 
【価格トリートメント】(検討中) 
• ダイナミック・プライシング(RTP/CPP/CBP)を課す。 

注:ダイナミック・プライシングはピーク価格/オフピーク価格を数段階で変動させる。 
注：2014年にダイナミック・プライシングとCEMS需給シグナルとの連携を実際に始める。 
 

【情報提供トリートメント】 
• 見える化アウトリーチ延伸のためにスマートフォンを貸与する。 
• 地域還元型のインセンティブを与える。 
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【北九州市社会実証】 
 
【得られるDR効果】 
• デイリー・プライシング(国際標準記録)。 
• 見える化のスマートフォン活用(国際標準記録)。 
• 地域還元型インセンティブ(国際標準記録) 

 
【北九州市社会実証の意義】 
• 住民・市職員・事業者の熱意は並々ならない。 
• リアルタイムを含めたダイナミック・プライシングに関する取組も一番前向きで
ある(ポイントではなく現金を使ったインセンティブ付与が可能)。 

• スマートフォン、地域還元型インセンティブなどユニークなトリートメントも用意。 
• 社会実証が3年間あるので長期的的な効果も取れる。 

 
【北九州市社会実証の課題】 
• 10回に及ぶ意見交換を通じて双方とも最善は尽くした。 
• 対象マンションが高効率でTOU導入済みで省エネの余地が少ない。 
• サンプル数に限りがあるので複雑な仮説検証は追えない。 
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年次計画イメージ(検討中)

オール電化 (N=209) ~ 2012年 2013年 2014年(検討中)

A1 (N=70) 見える化＋DP 見える化＋DP＋スマホ 見える化＋DP＋スマホ＋地域

A2 (N=70) 見える化＋DP 見える化＋DP 見える化＋DP＋地域

A3 (N=69) 見える化 見える化＋DP 見える化＋DP＋地域

参考 
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【前半2011〜2012年に得られる中間効果】 
 
先行してスタートする北九州を除いて、3地域の社会実証は2013年から本格化す
るが、前半2011〜2012年に以下の中間効果の計測を始める。 
 
【横浜市】 
• PV設置(国内参考記録)  
 
【豊田市】 
• アワー・プライシング(国際標準記録) 

 

【けいはんな】 
• ダイナミック・プライシング(国際標準記録) 

 
【北九州市】 
• デイリー・プライシング(国際標準記録) 

 
時間計量ロードカーブの分析を怠らず、サンプル数が確保できるまでは、本格ス
タートを焦らないことが社会実証成功の秘訣。 

注：米国社会実証でも、準備に1〜2年、社会実証に1〜2年かける。 
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【日本の社会実証の意義】 
 
• スマートメーター普及からダイナミック・プライシング導入へと軸を移してきた
米国の社会実証に比べて、規模とスピードでは务るが、日本の社会実証は再
エネ導入技術実証から派生してきたので、技術水準は一段上を行く。日本の
ベンダー・自動車会社への注目も高く、ビジネス・チャンスはある。 

• 米国のスマグリ社会実証2.0では、ダイナミック料金導入のみならず、
EV/PHEV連系とADR移行に重点が置かれる可能性が高い。また、省エネ教
育とスマートフォン活用には力を入れている。情勢の先回りをする必要あり。 

• 日本の社会実証の実績を海外に情報発信し、国際標準に沿って日本のアド
バンテージをPRしていく戦略が必要。上から下までオールジャパンでやろうと
するとガラパゴス化する。 
 

• 対象世帯がもともと効率的で夏昼間にピークが立たず、既にTOU導入済み世
帯も多いので、DR効果が検出できるのか疑問。夏昼夕・冬朝夕にピーク時を
設定し、広めにDR効果を検証する。 

• 社会実証からDR効果が分かれば、BEMSデータと組み合わせ、価格・気候・
時間帯の関数としてCEMSの需給システムを構築できる。さらに、発電限界費
用データがあれば、システム全体の費用便益分析も可能になる。 
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スマートコミュニティ社会実証の考え方 
 

ー米国のガイドラインを参考にー 
 
 
 
 

スタンフォード大学経済政策研究所　研究員　　伊藤　公一朗 
政策研究大学院大学　准教授　　　　  　　田中　誠 

京都大学大学院経済学研究科　教授　　　　　依田　高典 
 

【問い合わせ】 
京都大学大学院経済学研究科　依田高典　研究室 

〒606-8501　京都市左京区吉田本町 
℡: 075-753-3477　mailto: ida@econ.kyoto-u.ac.jp 

ida
タイプライターテキスト

ida
タイプライターテキスト
資料１

ida
タイプライターテキスト

ida
タイプライターテキスト
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米米国国エエネネルルギギーー省省がが提提案案すするるススママーートトググリリッッドド社社会会実実証証  

•! 米国エネルギー省では、
連邦予算に基づくスマー
トグリッド社会実証実験
のガイドラインを策定。 

•! 社会経済効果を正しく測
定するために、無作為抽
出実験(RE:, Randomized 
Experiment)を推奨してい
る。 
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参考：米国で進行している同様の社会実証実験の例 

•! “Home Area Networks and Load Management Pilot”  
‒! 電力会社：コネチカット州の電力会社 
‒! 研究者：カリフォルニア大学デービス校 
‒! 内容：HEMSによる情報提供や時間帯別料金制導入が一般
世帯の電力使用をどう変化させるかを、Randomized 
Experiment（後に詳述）によって分析 

•! “Weatherization Projects in Michigan”  
‒! 電力会社：ミシガン州の電力会社 
‒! 研究者：マサチューセッツ工科大学・カリフォルニア大学
バークレー校 

‒! 内容：特に低所得の世帯を対象として、Weatherization
（家の簡単な改築や修復）を実施し、その効果を
Randomized Experiment （後に詳述）によって分析 



44 

第一部：社会実証実験で鍵となる4点 

１．コントロールグループを必ず作る 
 
 
２．複数の政策評価には複数のグループ分けが必要 
 
 
３．「トリートメントグループ」と「コントロールグループ」

の割り振りはランダム（無作為）に行う 
 
 
４．各グループが十分なサンプル数となるようにする 



55 

医薬品の効果計測実験 

•! 医薬品の実験では、少なくとも２つのグループが作られる 

トリートメント
グループ 

コントロール 
グループ 

医薬品の投与が実際に行われるグループ 

医薬品の投与は行われないグループ 
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医薬品の効果計測実験 

•! 医薬品の実験では、少なくとも２つのグループが作られる 

トリートメント
グループ 

デ ータ収集
(before) 

コントロール 
グループ 

•! コントロールグループとの比較によって薬の効果が測定できる 

医薬品の投与 

何も行わない 
 

デ ータ収集
(after) 
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悪い例：コントロールグループがない場合 

•! 実験参加者全てに薬を投与したらどうなるか？ 

デ ータ収集
(before) 

•! コントロールグループとの比較はできない 

•! 参加者の身体的変化が「薬の投与によるものか」それとも「他
の要因によるものか」が特定できない 

•! 実験の目的を達成できない 

医薬品の投与 

デ ータ収集
(after) 

トリートメント
グループ 
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適切な社会実証実験 

•! 例：「HEMSの省エネ効果を調べたい」 

デ ータ収集
(before) 

コントロール 
グループ 

•! コントロールグループとの比較によって効果が測定できる 

HEMSの設置 

何も行わない 

デ ータ収集
(after) 

トリートメント
グループ 
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悪い例：コントロールグループがない場合 

•! 実験参加者全てにHEMSを投与したらどうなるか？ 

デ ータ収集
(before) 

•! コントロールグループとの比較はできない 

•! 参加者の電力消費の変化が「HEMSによるものか」それとも
「他の要因によるものか」が特定できない 

•! 実験の目的を達成できない 

HEMSの設置 

デ ータ収集
(after) 

トリートメント
グループ 
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コントロールグループを必ず作ること 
 

•! 政策効果の分析に「コントロールグループ」は欠かせない 

•! 政策実施の前(before)と後(after)において、「実施グループ」
と「コントロールグループ」両方の電力消費データを取る 

•! ２つのグループの「変化の比較」によって、政策効果が正確に
測定できる 

 

社会実証実験の鍵① 
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第一部：社会実証実験で鍵となる4点 

１．コントロールグループを必ず作る 
 
 
２．複数の政策評価には複数のグループ分けが必要 
 
 
３．「トリートメントグループ」と「コントロールグループ」

の割り振りはランダム（無作為）に行う 
 
 
４．各グループが十分なサンプル数となるようにする 
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２つ以上の政策を実施する場合は？ 

•! 例：「HEMSの省エネ効果を調べたい」 
•! 　　「時間帯別料金（ＴＯＵ）導入の省エネ効果も調べたい」 

•! 以下の３つのグループは必ず必要となる　 

コントロール 
グループ 

ＨＥＭＳのみ 

ＴＯＵのみ 
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相乗効果も分析するには？ 

•! 例：「HEMSの省エネ効果を調べたい」 
•! 　　「時間帯別料金（ＴＯＵ）導入の省エネ効果も調べたい」 
•! 　　　２つの政策の相乗効果も知りたい 

•! 以下の４つのグループが必要となる　 

コントロール 
グループ 

ＨＥＭＳのみ 

ＨＥＭＳと 
ＴＯＵの両方 ＴＯＵのみ 
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悪い例：どちらの効果なのか特定できない設計 
•! 例：「HEMSの省エネ効果を調べたい」 
•! 　　「時間帯別料金（ＴＯＵ）導入の省エネ効果も調べたい」 

•! 以下の２グループしか設けないのは誤り　 

•! 省エネの効果が実験で計測できても、それがＨＥＭＳによるもの
か、ＴＯＵによるものかが特定できない 

コントロール 
グループ 

ＨＥＭＳと 
ＴＯＵの両方 
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複数の政策評価には 
複数のグループ分けが必要 

•! この設計を誤ると、多額の実験資金を投じても、一つ一つの政
策効果の実証ができない 

 

社会実証実験の鍵② 
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第一部：社会実証実験で鍵となる4点 

１．コントロールグループを必ず作る 
 
 
２．複数の政策評価には複数のグループ分けが必要 
 
 
３．「トリートメントグループ」と「コントロールグループ」

の割り振りはランダム（無作為）に行う 
 
 
４．各グループが十分なサンプル数となるようにする 
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グループの割り振りをどう行うか 

•! 実験のための正しいグループを作ったとしても、グループの割り振
りを誤ると、政策効果の検証はできない 

•! 特に近年、国際的な政策論争では、誤った実験設計で行われた社会
実験の結果は参考にすらされないことが多い 

•! 以下では、社会実験で現在、国際標準となっている「Randomized 
Experiment」について解説します 
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観察される効果　＝　真の政策効果 

参加者 

コントロールグループ トリートメントグループ 

無作為抽出 
（ランダム） 

国際標準となっている実験設計： 
グループの割り振りを「ランダムに」行う 

•! この場合、２つのグループに根本的違いはなくなる 
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参加者 

コントロールグループ トリートメントグループ 

無作為抽出 
（ランダム） 

参考：無作為抽出（ランダム）とはどういうことか？ 

•! 例えば、「トリートメント」を行える予算が限られている場合 
•! 参加者を「くじ引き」や「参加者番号が偶数か奇数か」などの方法

によって２つのグループに分ける 
•! 恣意的にグループ分けを行うより、より平等を保てる方法である 
•! また、正確に「政策効果」を測ることができる方法でもある 
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悪い例：グループの割り振りを「参加者の希望」に従って行う 

参加者 

政策を受けたくない 
人はこちら 

政策を受けたい 
人はこちら 

コントロールグループ？ トリートメントグループ 

観察される効果　＝　真の政策効果　＋　グループ間の根本的な違い 
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コントロールグループと 
トリートメントグループの割り振りは 
ランダム（無作為）に行うことが最重要 

•! この設計を誤ると、社会実証実験の結果が国際的に全く通用し
ないものとなってしまう 

•! 現実的な制約によって理想的な実験設計が行えない場合の解決
策を第２部で解説します 

 

社会実証実験の鍵③ 
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第一部：社会実証実験で鍵となる4点 

１．コントロールグループを必ず作る 
 
 
２．複数の政策評価には複数のグループ分けが必要 
 
 
３．「政策実施グループ」と「コントロールグループ」の割り

振りはランダム（無作為）に行う 
 
 
４．各グループが十分なサンプル数となるようにする 
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各グループが十分なサンプル数となるようにする 
 

•! サンプルが足りなければ、効果測定はできない 
•! 必要なサンプル数の計算は、学術的方法で行うことができる 

社会実証実験の鍵④ 

コントロール 
グループ 

ＨＥＭＳのみ 

ＨＥＭＳと 
ＴＯＵの両方 ＴＯＵのみ 
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第二部：4地域への提案 

•! 以下に示すのは、現在の実験計画をもとにした提案です 

•! 現在の予算や法令の制約下では、最も理想的な実験設計を実現
することは難しいかもしれません 

•! それらの制約下で、いかにして国際標準に近い精度の高い社会
実証実験を行うか、が本社会実証実験成功の鍵だと考えます 

•! 以下は提案ですので、以下をたたき台に議論ができればと考え
ております 
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具体例１：「PV」と「HEMS」の2つのト
リートメントを行う場合 

•! 実証実験地域では、様々なトリートメント（PV、HEMS、時間
帯別料金制など）が検討されていることと思います 

•! 以下では、説明のために、あくまでも具体例として、
「HEMS」と「PV」という２つのトリートメントが行われる場
合、を想定して実験設計を議論します 

•! 最後に、その２つに「TOU（時間帯別料金制）」を加え、３つ
のトリートメントを行う場合はどうするべきか解説します 
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最も理想的な実験設計： 
ランダムに４つトリートメントを行う 

4000世帯 
HEMSのみ 

PVのみ 

PV+HEMS 

何もなし 

•! 参加者は「ランダムに」４つのいづれかのグループに振り分けられる 

•! 最も理想的だが、現実的に実施するには困難も発生する 
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次善の実験設計： 
時間差を利用した実験設計 

•! 参加者全員に「PV・HEMS」を与えねばならない、などの制約があ
る場合、前頁の実験設計は困難 

•! その際に有効なのは、「時間差を利用した実験設計」 

•! 参加希望者全員に「PV・HEMS」与えるが、設置のタイミングに時
間差を作る 
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時間差を利用した実験設計 
ステップ１ 

参加希望 
世帯 

（4000） 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

•! 参加希望世帯を募る 

•! 集まった希望世帯を「ランダムに」４つのグループに分ける 
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時間軸 

データ収集
開始 

2年目 
スタート 

３年目 
スタート 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

ＨＥＭＳ 

ＰＶ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

ステップ２ 
グループ間でタイミングをずらして機器を導入 
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この方法の利点と留意点 
•! 最終的には全ての世帯が「HEMS+PV」を設置できる 

•! しかし、設置する時期に「時間差」を設けることで、効果の測
定も行うことができる 

•! そもそも、機器の一斉導入は難しい場合もあるため、順次導入
をしていくことは現実的である場合も多い 

•! 大切なことは、集まった参加者のグループ分けは必ず「ランダ
ムに」行うこと 

•! 次項に示すのは「誤った例」 
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誤った方法：「早いもの勝ち方式」 

参加希望 
世帯 

（4000） 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

•! 集まった希望世帯を、「参加希望を示した順に」早い者勝ち
方式でグループに分けていくのは誤り 

一番早く手を挙げたグ
ループ 

最後に手を挙げた 
グループ 

•! グループ分けは、希望世帯を「ランダムに」分けねばならない 

二番目に手を挙げたグ
ループ 

三番目に手を挙げたグ
ループ 
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可能であれば行いたいこと： 
実験に参加しない近隣家庭の電力データも収集する 

時間軸 

データ収集
開始 

2年目 
スタート 

３年目 
スタート 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

ＨＥＭＳ 

ＰＶ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

ＰＶ＋ 
ＨＥＭＳ 

近隣家庭 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 
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この方法の利点と留意点 
•! 注意点：「実験に参加しない世帯」は、完全なコントロールグ

ループとはならない（参加を表明した世帯とそうでない世帯は
根本的に異なるため） 

•! ただし、このコントロールグループが存在すれば、最終年度に
も有用な分析が可能になる 

•! 近隣家庭のデータ収集は、何らかの形で「簡易型スマートメー
ター」を導入して行う 
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具体例２：「PV」「HEMS」に加えて
「TOU」も行う場合（３つのトリートメント） 

•! 「PV」と「HEMS」に加えて「TOU（時間帯別料金制）」を
行うような、３つのトリートメントを行う場合について考えま
す 

•! この場合、それぞれのグループをさらに２つに分ける必要があ
ります 
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３つのトリートメントを行う場合 
各グループをさらにランダムに２つに分ける 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

グループA1 

グループA2 

グループB1 

グループB2 

グループC1 

グループC2 

グループD1 

グループD2 
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TOU（ポイント制）は１と２のグループを
交互に行う 

時間軸 

グループA1 

グループBB1 

グループC1 

グループD1 

グループA２ 

グループBB２ 

グループC２ 

グループD２ 

グループA1 

グループBB1 

グループC1 

グループD1 

グループA２ 

グループBB２ 

グループC２ 

グループD２ 

【1年目】 
 

TOUは 
グループ１ 
のみ実施 

【２年目】 
 

TOUは 
グループ２ 
のみ実施 

【３年目】 
 

TOUは 
グループ１ 
のみ実施 

【４年目】 
 

TOUは 
グループ２ 
のみ実施 
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具体例３：「PHV」と「TOU」の2つのト
リートメントを行う場合 

•! 実証実験地域では、様々なトリートメント（PV、HEMS、
PHV、時間帯別料金制など）が検討されていることと思います 

•! 以下では、説明のために、あくまでも具体例として、「PHV
（プラグインハイブリッド）」と「TOU（時間帯別料金制もし
くはそれに相当するデマンドレスポンス政策）」 という２つの
トリートメントが行われる場合、を想定して実験設計を議論し
ます 
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最も理想的な実験設計： 
ランダムに４つトリートメントを行う 

参加世帯 
TOUのみ 

PHVのみ 

PHV 
+TOU 

何もなし 

•! 参加者は「ランダムに」４つのいづれかのグループに振り分けられる 

•! 最も理想的だが、現実的に実施するには困難も発生する 
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次善の実験設計： 
時間差を利用した実験設計 

•! 参加者全員に「PHV・TOU」を与えねばならない、などの制約があ
る場合、前頁の実験設計は困難 

•! その際に有効なのは、「時間差を利用した実験設計」 

•! 参加希望者全員に「PHV・TOU」与えるが、タイミングに時間差を
作る 
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時間差を利用した実験設計 
ステップ１ 

参加希望 
世帯 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

•! 参加希望世帯を募る 

•! 集まった希望世帯を「ランダムに」４つのグループに分ける 
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時間軸 

データ収集
開始 

2年目 
スタート 

３年目 
スタート 

グループ
Ａ 

グループ
Ｂ 

グループ
Ｃ 

グループ
Ｄ 

PHV 

TOU 

ＰHV＋
TOU 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

スマート 
メーターのみ 

ステップ２ 
グループ間でタイミングをずらして機器を導入 

ＰHV＋
TOU 

ＰHV＋
TOU 

ＰHV＋
TOU 

ＰHV＋
TOU 
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この方法の利点と留意点 
•! 最終的には全ての世帯が「PHV+TOU」を受けられる 

•! しかし、設置する時期に「時間差」を設けることで、効果の測
定も行うことができる 

•! そもそも、機器の一斉導入は難しい場合もあるため、順次導入
をしていくことは現実的である場合も多い 

•! 大切なことは、集まった参加者のグループ分けは必ず「ランダ
ムに」行うこと 
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時時期期１１  時時期期２２  
トリートメント 

グループ 
Flat Pricing Dynamic Pricing 

 
コントロール 
グループ 

Flat Pricing Flat Pricing 

 
 

!! 例えば、Dynamic Pricing（Hourly Pricing、Critical Peak Pricingなど）
導入での価格弾力性を推定したい場合を考える 

!! まず、参加者を「ランダムに」２つのグループに分ける 

!! 時期１では価格が変動しない従来型の「Flat Pricing」 

!! 時期２ではトリートメントグループのみ「Dynamic Pricing」 

!! ２つのグループを「ランダムに」分けているため、２つのグループ間
での統計的違いは「Dynamic Pricing」というトリートメント以外に有
り得ない、ということが本設計の強み 

ランダム 

第三部：Randomized Experiment を用いた 
価格弾力性の推定 



4444 

最もシンプルな形での計量経済推定 
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参考：Randomized experimentが不可能な場合に 
Natural experimentを用いた研究 

Ito, K. (2010) “Do Consumers Respond 
to Marginal or Average Price? Evidence 
from Nonlinear Electricity Pricing,” UC 
Berkeley Job Market Paper. 
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なぜ「ランダム」なグループ分けが重要か？ 

 
 ランダム 

 
 興味あるなし 

Randomized experiment 従来の社会実験 
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米米国国ススママーートトググリリッッドド社社会会実実証証実実験験((消消費費者者行行動動分分析析))のの現現状状  

 

2011 年 11 月 29 日 

依田高典1 

京都大学大学院経済学研究科教授 

ローレンスバークレー国立研究所デマンドレスポンスセンターフルブライト研究員 

UC バークレー校公共政策大学院フルブライト研究員 

 

1. 米国のスマートグリッド社会実証実験 

 

 米国では電力価格への Dynamic pricing の適用について比較的早くから議論が行

われてきた。特に近年ではスマートメーターを一般世帯へ導入することが技術的に可

能となったため、数々の社会実証実験が行われ、Dynamic pricing の効果の検証がな

されている。また、オバマ政権は 2009 年に成立した Stimulous 政策の一環として、「ス

マートグリッド技術の研究開発促進と普及促進」を打ち出した。その財源を元に、現在

少なくとも約 10 社の電力会社が新たな実証実験を開始している。特に、カリフォルニ

ア州では一般世帯へのスマートメーター導入がほぼ終了し、今後の他の州でも導入

が加速することが予想されているため、政策担当者、新たなマーケットを伺うビジネス

界からの関心は非常に高い。 

 米国の実証実験の特徴として第一点目に挙げられるのは、「適切な社会実験の実

験設計」が非常に重要視される点である。例えば、Dynamic pricing を体験する世帯を

設ける場合、通常の価格を維持する世帯も設け、両者の比較によって政策効果を測

定する、といった点は社会実験において必要不可欠なものとされている。実験設計に

おいては専門知識が必要とされるケースが多いため、米国政府は大学や国立研究

所の専門家を実験設計へのアドバイザーとして参加させている。第二点目の特徴は、

各社会実験において、複数の種類の政策的オプションが試されている点である。価

格政策としては、Real time pricing, Critical peak pricing, Critical peack rebate などの

Dynaic pricing が試され、実際に政策が施行される場合に備えて、相互の比較が行わ

れている。さらに、HEMS、スマートフォンなど新たな情報機器が一般世帯への情報提

供として如何に有効であるかの検証も重要視されている。 

                                                             
1 スタンフォード大学経済政策研究所 伊藤公一朗研究員との共同研究協力に篤く感

謝する。 

ida
タイプライターテキスト
資料２
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 既に実証実験が終了し、実験結果が入手できるものの代表例が、スタンフォード大

学の Wolak 教授によるワシントン DC での実験である（詳細は Wolak(2011)を参照）。

本実験では、1300 世帯ほどのサンプルをワシントン DC 内にて無作為に抽出した。そ

の世帯を更に無作為にグループ分けし、以下の電力価格を割り当てた：1） Hourly 

pricing (HR), 2） Critical peak pricing (CPP), 3） Peak time rebate (PTR), 4） 通常の

Flat pricing。実験の主な結果は以下の通りである。１）全ての Dynamic pricing が需要

家の電力需用量を顕著に下げる効果を示した。２）PTR は CPP に比べると効果が低く、

政策的には勧められない。３）エアコンの温度を自動調節する機器の効果も顕著であ

った。４）低所得の世帯ほど Dynamic pricing の効果は大きかった。総じて、一般的な

懸念に反して、Dynamic pricing は大きな効果を持つことが示された。Wolak の実験は、

非常に注意深い実験設計を行った上での分析結果という点で、現在米国でも信頼度

の高い結果とされている。 

 他方、現在進行中の最も重要な実証実験はコーネル大学の Boisvert 教授・Electric 

Power Research Institute (EPRI)によるシカゴ郊外での大規模な社会実証である。全

部で 13 万人のスマートメーター設置世帯の中から 8500 世帯をランダムに抽出し、社

会実証への参加を呼びかけた。自発的に声を上げたものが社会実証から退出する

実験設計をオプトアウト型という。従来の研究が声を上げたものだけが社会実証に参

加するオプトイン型だったのに比べると、大規模でより一般性のある社会実証が可能

になった。オプトアウト率は 3 ヶ月後段階で 2%弱にとどまる一方で、手持ちのアカウン

トがオーバーしたために実験打ち切りとなったものが 1000 以上いた。キーとなるトリ

ートコメント効果は、第一に Dynamic pricing であり、(1)Day-ahead real time pricing 

(DA-RTP)、（２）CPP、(3)PTR、(4)Time of use (TOU), (5) Inclining block rate (IBR)であ

る。第二のトリートメントは、(1)eWeb サービスを通じて電力消費を見える化した Basic 

household electricity usage (BIHD)、(2)家庭内専用ディスプレーと自動温度制御機能

を追加した Advanced household electricity usage (AIHD)である。その他、追加トリート

メントとして、省エネ教育、ビル・プロテクション、機器の一部費用負担などが設定され

た。経済効果の測定に用いられたアウトカムには、(1)エネルギー消費量、(2)ピークタ

イム負荷(ピーク時電力消費)、(3)ピーク時オフピーク時の電力消費比率である。実験

は 2010 年 6~8 月の第一局面と 2011 年 5 月までの 1 年間継続の第二局面に分か

れ、第一局面の結果が中間報告された。それによると、第一局面では Dynamic 

pricing デマンドカットなど、主要な仮説はまだ一切統計学的に検証されていない。著

者たちは、従来のデマンドカット効果がオプトイン型の自己選抜バイアスによるもので、
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より一般性の高いオプトアウト型では目立った効果が検出されにくいのではないかと

推測している。このような状況を踏まえて、別の研究チームでは、オプトイン型とオプト

アウト型の比較を行う社会実証実験の準備をサクラメントで進めている。 

 

22..	 	 現在進行中のアメリカでの実証事業	 

	 

	 現在、約 10 社の電力会社が、Stimulus	 Funding を財源に社会実証を行ってい

る。全ての実験を Department	 of	 Energy	 (DOE)が管轄し、実験設計については

大学や研究所の研究者がアドバイザーとして携わっている。特に DOE 附置ロー

レンスバークレー国立研究所が社会実証の設計で主導的な役割を果たしている。

検証される政策項目としては、1)	 数々の Dynamic	 pricing が電力需要へどう影

響するか、2)	 HEMS、スマートフォンなどの情報機器が需要へどう影響するか、

3)	 節電・省エネ教育などの教育効果はどれほど大きいか、などである。米国の

最新の実験で特に重要視されているのは、External	 validity	 (外的妥当性)と

いう視点である。あくまでも社会実証は一定の数の実験参加者の中で行われる

のであるが、米国政府としては将来広範囲な世帯へ政策が適応された際の参考

材料を欲しているため、社会実験の結果が広範囲の世帯へできる限り適応でき

るような工夫が凝らされている。また、広範囲に参加者を募るため、参加に際

して様々な形での経済的なメリットをつけるなどの工夫も行われている。	 

	 以下、代表的な米国の実証事業についてその概要をまとめた。実証事業は年

次進行と共に増えていく予定である。	 

	 

1.	 Detroit	 Edison	 Company	 

	 

場所：ミシガン州	 

補助金：$83,828,878/$169,133,271	 

実証器具：600,000 スマートメーター;5,000Web ポータル;1,050 インホームディ

スプレイ;1,050 自動設定温度計;300 スマート機器	 

ダイナミック料金：5,000 サンプル Opt-in 型 TOU,TOU	 w.	 CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置 2009	 Q1~2012	 Q2；社会実証	 2012.1~2013.12	 

	 

社会実証：Opt-in 型でブロック料金と TOU	 w.	 CPP の DR を研究。付加的に教育・

インホームディスプレイ・自動設定温度計をトリートメントとする。	 

 5,400 サンプル	 

 RCT	 w.	 denial	 
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 料金トリートメント：Opt-in 型 TOU,TOU	 w.	 CPP	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・自動設定温度計・Web ポータ

ル・スマートアプリケーション	 

 教育トリートメント	 

 その他：前払い制・料金比較ツール	 

	 

2.	 Minnesota	 Power	 

	 

場所：ミネソタ州	 

補助金：$1,544,004/$3,088,008	 

実証器具：23,320 スマートメーター;	 Web ポータル;インホームディスプレイ	 

ダイナミック料金：2,300 サンプル TOU,CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置 2010	 Q3~2011	 Q4：社会実証	 2012.1~2013.3	 

	 

社会実証：情報提供のメカニズムに対する DR。	 

 4,000 サンプル	 

 RCT(opt-in 型)	 

 料金トリートメント：TOU	 w.	 CPP	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・Web ポータル	 

	 

3.	 NV	 Energy,	 Inc	 

	 

場所：ネバダ州	 

補助金：$137,877,906/$275,755,812	 

実証器具：1,293,450 スマートメーター;	 293,450Web ポータル;56,000HEMS;イ

ンホームディスプレイ;自動設定温度計;12 電気自動車	 

ダイナミック料金：16,350 サンプル TOU,CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置 2010	 Q4~2012	 Q4；社会実証	 2012.1~

2013.12(南),2013.1~2014.12(北)	 

	 

社会実証：異なる家族形態の DR。	 

16,350 サンプル(9,500 南;6,900 北)	 

RCT(opt-in 型)	 

 料金トリートメント：TOU;TOU	 w.	 CPP;	 	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・自動設定温度計	 

 教育トリートメント	 
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 ビルプロテクション(1 年間,opt-out 可)	 

	 

4.	 Oklahoma	 Gas	 and	 Electric	 

	 

場所：オクラホマ州	 

補助金：$130,000,000/$357,376,037	 

実証器具：5,250 スマートメーター;	 Web ポータル;インホームディスプレイ;自

動設定温度計	 

ダイナミック料金：5,250 サンプル TOU,CPP	 

タイムスケジュール：社会実証 2010.6~2011.9	 

	 

社会実証：異なる家族形態の DR。	 

 5,250 サンプル	 

 RCT(opt-in 型)	 

 料金トリートメント：TOU;TOU	 w.	 CPP	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・自動設定温度計・Web ポータ

ル	 

 ビルプロテクション(1 年間のみ)	 

	 

5.	 Vermont	 Transco,	 LLC	 

	 

場所：バーモント州	 

補助金：$68,928,650/$137,857,302	 

実証器具：311,380 スマートメーター;	 Web ポータル;インホームディスプレ

イ;500 ホームエリアネットワーク	 

ダイナミック料金：TOU,CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置 2010	 Q3~2013	 Q2；社会実証	 2012.6~

2014.5(Central	 Vermont	 Public	 Service)・2011.4~2013.9(Vermont	 Electric	 

Cooperative)	 

	 

(1) Central	 Vermont	 Public	 Service	 
社会実証：料金トリートメントと IT トリートメントの DR。１年目 PTR から CPP

への切り替え、2年とも PTR、CPP など。	 

 3,700 サンプル	 

 RCT(opt-in・opt-out 併用型・repeated	 measure 型)	 

 料金トリートメント：opt-in 型 CPP;	 opt-out 型 PTR;1 年目 PTR から２年目
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CPP 変更	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・Web ポータル・機器制御	 

	 

(2) Vermont	 Electric	 Cooperative	 
社会実証：カスタマーサービスに力点を置いた社会実証。	 

 1,500 サンプル	 

 RCT(opt-in 型・repeated	 measure 型)	 

 料金トリートメント：opt-in 型 TOU	 w.	 VPP(2 年目に卸価格に連動)	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・インホームディスプレイ	 w.	 

機器制御・Web ポータル・顧客フィードバックサービス	 

	 

6.	 Sacramento	 Municipal	 Utility	 District	 

	 

場所：カリフォルニア州	 

補助金：$127,506,261/$308,406,477	 

実証器具：600,000 スマートメーター;	 10,000 ホームエリアネットワーク・イ

ンホームディスプレイ・自動設定温度計・自動デマンドレスポンス;220 電気自

動車充電施設	 

ダイナミック料金：TOU,CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置	 ~2012	 Q2；社会実証 2012.6~2013.9	 

	 

社会実証：3つの異なる実証設計を併用した最大規模の社会実証。	 

 57,000 サンプル	 

 RCT(開始に delay あり);RET(encouragement と opt-in 型・opt-out 型併

用);within-subjects(no-control)	 

 料金トリートメント：opt-in・opt-out 併用型 Tiered	 w.	 TOU;	 opt-out 型

Tiered	 w.	 TOU・CPP 併用;	 opt-in・opt-out 併用型 Tiered	 w.CPP	 

 IT トリートメント：インホームディスプレイ・Web ポータル・自動設定温度

計	 

	 

7.	 Marblehead	 Municipal	 Light	 Department	 

	 

場所：マサチューセッツ州	 

補助金：$1,346,175/$2,692,350	 

実証器具：10,000 スマートメーター;	 10,000Web ポータル;150 インホームディ

スプレイ;150 自動設定温度計;300 ヒートポンプ	 
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ダイナミック料金：CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置 2011	 Q1~2012	 Q4；社会実証	 2011.6~2013.6	 

	 

社会実証	 

 500 サンプル	 

 RCT(開始に delay あり)	 

 料金トリートメント：opt-in 型均一	 w.CPP	 

 IT トリートメント：利用促進(2 年目)	 

 ビルプロテクションの採用(1 年目)	 

	 

8.	 First	 Energy	 Service	 

	 

場所：オハイオ州	 

補助金：$57,470,137/$114,940,274	 

実証器具：44,000 スマートメーター;	 44,000 インホームディスプレイ・自動設

定温度計;40,500ADR	 

ダイナミック料金：opt-out 型 PTR・opt-in 型 CPP	 

タイムスケジュール：AMI 設置 2011	 Q2~2013	 Q2；社会実証	 2011.6~2013.8	 

	 

社会実証	 

 5,000 サンプル	 

 RCT	 

 料金トリートメント：opt-out 型均一	 w.	 PTR(2 レベル・2期間)	 

 IT トリートメント：手動/自動設定温度計・インホームディスプレイ・自動

デマンドレスポンス・Web ポータル	 

 

参考文献 

Wolak, Frank A. 2011. "Do Residential Customers Respond to Hourly Prices? Evidence 

from a Dynamic Pricing Experiment." American Economic Review, 101(3): 83‒8 

Electric Power Research Institute(EPRI) 2011, “The Effect on Electricity 

Consumption of the Commonwealth Edison Costomer Application Program pilot: 

Phase1” http://my.epri.com/portal/server.pt?Abstract_id=000000000001022703 

 


	（資料８）協議会報告依田先生
	（資料８）参考1.pdf
	（資料８）参考2



