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Natureスマート電気 「みんなで節電プロジェクト」 分析レポート 

 

 
 

1. はじめに 

 本書では、Natureスマート電気のご契約者様向けに提供したキャンペーン「みん

なで節電プロジェクト」の分析結果を報告します。 
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2. 「みんなで節電プロジェクト」とは 

 Nature株式会社（以下「Nature」）では、過去10年間で最も厳しい⾒通し（※

１）とされた2021年度冬季の電⼒需給のひっ迫緩和を⽬的として、「Natureスマー

ト電気」のご契約者さまを対象に、節電量に応じて特典が受けられるキャンペーン

「みんなで節電プロジェクト（以下「本キャンペーン」）」を、2021年12⽉15⽇

（⽔）から2022年2⽉28⽇（⽉）まで実施しました。 

 

 
 

 本キャンペーンでは、Natureが電⼒の需給ひっ迫が⽣じる時間帯を予測し、あら

かじめ参加者に通知しました。参加者に当該時間帯に節電いただいた量に対してポ

イントを付与し、貯まったポイントを特典に交換しました。 

 

 本キャンペーン参加者でスマートリモコン「Nature Remo（※2）」のユーザーの

⽅は、電⼒需給のひっ迫が予想される時間だけ、エアコン温度を⾃動で調整して節

電ができる機能「Nature Smart Eco Mode（⾃動DR）」を利⽤できました。あらか

じめの設定⼀つで、簡単に節電の効果が得られ、消費電⼒量が⼤きいエアコンを調

節することで、電⼒の需給ひっ迫緩和に貢献できます。在宅時間の増加により消費
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電⼒量が増えている（※3）中、テクノロジーを活⽤しストレスなく節電に参加し

て、電⼒不⾜の解消にご協⼒いただくことを提案しておりました。 

 

みんなで節電プロジェクトのキャンペーンページはこちらをご覧ください。 

https://energy.nature.global/dr_2022winter/  

 

3. 分析結果のサマリー 

（キャンペーン参加者の節電量、節電した時間帯） 

 「みんなで節電プロジェクト」は1780名のお客様にご参加いただき、キャンペー

ン期間中の電⼒需要の⾼い時間帯を中⼼に節電のお願いをしました。その結果、合

計で31,010.5 kWhの節電にご協⼒いただきました。この節電量は⼀般的な2⼈暮らし

世帯の消費電⼒量（280kWh/⽉）に換算すると、3,322 ⽇（約9年）分に相当しま

す。また、節電にご協⼒いただいた時間30分(1コマ)あたりの参加者の平均節電量は

0.075 kWh/コマでした。 

 

（電⼒需給ひっ迫時の節電量） 

 キャンペーン期間中特に電⼒需給がひっ迫した2022年1⽉6⽇と2⽉10⽇の2⽇間に

おいても、少なくともキャンペーン平均の69%〜80%ほどの量、節電が実⾏できて

いたことがわかりました。 

 

（Nature Smart Eco Modeによる⾃動節電の効果） 

 また、Nature RemoのNature Smart Eco Mode（エアコンの⾃動節電機能）を利

⽤した場合の平均節電量は0.097 kWh/コマとなり、参加者平均と⽐較して約30%多

く節電していました。この結果からNatureは、Nature Remoを活⽤した⾃動で節電

する仕組みを普及させることで、家庭の節電を増加させ、需給ひっ迫解消に貢献で

きると考えております。 
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（参加者の声） 

 参加者へ「みんなで節電プロジェクト」の満⾜度を5段階評価でお聞きしたところ

「満⾜」「やや満⾜」と回答くださった⽅が58.6%いらっしゃいました。理由として

「節電をするきっかけになった」「節約できつつ社会貢献になるから」「Nature S

mart Eco Modeにより意識せず節電ができた」「楽しかった」「みんなで節電に取

り組む⼀体感を感じた」「⽬標ポイントを獲得できた」などを挙げていました。 

 

4. Natureが「みんなで節電プロジェクト」を開催した理由 

 Natureは、「⾃然との共⽣をドライブする」というミッションのもと、再⽣可能

エネルギー100%の未来を⽬指しており、その1つの打ち⼿として、需要量を調整す

る仕組み＝デマンドレスポンス（以下: DR）に注⽬しています。電⼒は、常に発電

（供給）と消費（需要）の量を⼀致させることが必須で、予め余分な発電をしてお

くことはできません。そのためDRは、電⼒の需給バランスを保つための重要なアク

ションの1つです。 

 

 電⼒需給がひっ迫する時間帯は、近年増加傾向にあり、最近では、2022年3⽉22

⽇（⽕）に東京電⼒エリアで「電⼒需給ひっ迫警報」が発令されました。3⽉16⽇

（⽔）の東北地⽅を震源とする地震の影響で複数の⽕⼒発電所が運転を停⽌してい

る中、22⽇は雪混じりの⾬が振る真冬のような⽇で電⼒需要が⾼く、運転中の発電

所容量では補えずに需給がひっ迫。広域停電まであと⼀歩というところで、電気事

業者様の取り組みや需要家の皆様による節電へのご協⼒のおかげで乗り越えること

ができました。 
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図: 東京電⼒ 「でんき予報」、 2022年3⽉22⽇の需要は供給に対して106%に到達 

 

 多くの⼈が同時に電気を使⽤すると、供給が不⾜し、需給がひっ迫します。 この

ような「電気の⾜りない時間帯」は、急速に⼤量発電する必要があるため、通常よ

りも、多くの⽕⼒発電所が稼働します。 （⽇本のエネルギー発電の約75％が⽕⼒発

電により賄われています）「電気の⾜りない時間帯」に節電できれば、⼆酸化炭素

排出量の多い⽕⼒発電所に頼る場⾯を減らし、再⽣可能エネルギーによる発電⽐率

を上げることができます。 

 

 ⼀⽅で、需要の抑制をすることによる「暮らしの快適性が損なわれること」が、D

Rの課題となります。常時節電を意識することは負担にもなり、冷暖房の不使⽤は健

康上のリスクも⽣じます。そこで、本当に必要な時間にだけ、無理のない範囲でDR

を実現する仕組みが必要です。 
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 Natureはスマートリモコン「Nature Remo」を開発・販売しています。Nature R

emoの新たな機能として、電⼒需給がひっ迫が予想される時間だけ、Nature Remo

に登録されたエアコンの設定温度を⾃動で調整して節電ができる機能「Nature Sma

rt Eco Mode」を開発しました。この機能は「DRするべき時間を気にせずとも⾃動

で節電される」ことを実現することで、より快適に、より⼤きな節電効果を達成す

ることを狙い開発されたものです。 

 

 
図: Nature Smart Eco Mode 動作の仕組み 

 

 今回Natureは「みんなで節電プロジェクト」を通じて「参加者は依頼された時間

にどれだけ節電できるのか」「電⼒需給のひっ迫度合いが⾼い時間帯ではどれだけ

節電できるのか」「Nature Smart Eco Mode を使う⾃動節電と、普段の節電とでど

れほど節電量に差がでるのか、また、参加者の負担感に差が出るのか」を検証しま

した。 

 

5. 分析①: キャンペーン参加者の節電量、節電した時間帯 

 本章では「みんなで節電プロジェクト」において「参加者は依頼された時間にど

れだけ節電できたか」「電⼒需給がひっ迫する時間帯で節電の依頼を出せていたの

か」の2点について結果を⽰します。 

 



!"!!0#0$0% 

&'()*+,-./ 

 

 

8 

 初めに、みんなで節電プロジェクトの開催情報を以下の表にまとめます。およそ2

ヶ⽉半のキャンペーン期間中に1780名のお客様にご参加いただき、合計で 31,010.5 

kWh 節電いただきました。この節電量は⼀般的な2⼈暮らし世帯の消費電⼒量（280

kWh/⽉）に換算すると、3,322 ⽇（約9年）分に相当します。節電にご協⼒いただ

いた時間30分（1コマ）あたりの参加者の平均節電量は0.075 kWh/コマでした。 

 

表. みんなで節電プロジェクトの開催情報 

項⽬ 内容 

開催期間 2021/12/15 - 2022/02/28 

参加者 1780名（キャンペーン期間中の途中参加含む） 

節電の依頼 Natureの基準で「次の⽇の電⼒需給ひっ迫が予
想される時間」を算出し「節電ポイントが⽣じ
る時間帯」と称して前⽇の⼣⽅にメールで通知 

還元ルール 1kWhの節電いただくごとに Amazonギフト券 1
0円相当を還元 

節電量の算出⽅法 「節電ポイントが⽣じる時間帯」の30分コマご
とで「通常時の電⼒ご利⽤量の想定値（ベース
ライン）から、実際の電⼒ご利⽤量を引いた
値」を節電量とします。計算の結果が0 kWh未
満となった場合、節電量は 0 kWhとします。 

キャンペーンを通じた全ての参
加者の合計節電量 

31,010.5 kWh 
⼀般的な2⼈暮らし世帯の消費電⼒量（280kWh/
⽉）に換算すると、3322⽇（約9年）分に相当 

参加者の平均節電量 17.42 kWh 

参加者あたりの「節電ポイント
が⽣じる時間帯」1コマ（30
分）あたりの平均節電量 

0.075 kWh/コマ 
（DR失敗0kWhのコマを対象に含む） 

参加者の平均節電成功率 
（節電を依頼されたコマのう
ち、節電量が0kWhより⼤きい
コマの割合） 

55.0 % 
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 続いて「電⼒需給がひっ迫する時間帯で節電の依頼を出せていたのか」について

分析した結果を⽰します。 

 

 以下の図は、「みんなで節電プロジェクト」を実施した期間における、東京電⼒

エリアの電⼒需要を⽰したグラフです。グラフの横軸は1時間ごとの時系列で2021

年3⽉1⽇から2022年2⽉28⽇までの8760時間を⽰し、縦軸は東京電⼒エリアの電⼒

需要を⽰しています。このうち紺⾊に塗られた領域は、2021年12⽉15⽇ー2022年2

⽉28⽇にかけて開催した「みんなで節電プロジェクト」の期間中の電⼒需要を⽰し

ています。 

 

 
図: 東京電⼒エリアの電⼒需要と、「みんなで節電プロジェクト」の期間 

 

 続いて⽰す以下の図は、上の図を「電⼒需要の⾼い時間順に並べ替えた」図で

す。これをLoad Duration Curve（以下、LDC）と呼びます。LDCでは、1年間のう

ち需要のピークが左端に集まるため、この時の電⼒需要[MW]がいくらであったの

か、1年間で何時間ピーク需要が発⽣したのか、を視覚的に⾒ることができます。 



!"!!0#0$0% 

&'()*+,-./ 

 

 

10 

 

 1年間で1番需要が⾼い時間（左端）は夏の時間なので⻩⾊い線が並んでいます

が、冬の電⼒需要（紺線）は全体的に左側に集まっていて、平均的な電⼒需要が他

の季節と⽐べて⾼いことがわかります。また、節電キャンペーン期間中でも電⼒需

要の⾼くない時間帯もあります。 

 

 
図: 東京電⼒エリアのLDCと、「みんなで節電プロジェクト」の期間 

 

 続いて、以下に「みんなで節電プロジェクト」期間中のうち「節電ポイントが⽣

じる時間帯」に設定した時間帯のみを紺⾊で塗ったLDCを⽰します。「節電ポイン

トが⽣じる時間帯」はキャンペーン期間中に電⼒需要が⾼くなるタイミングが指定

されるようにNature独⾃の基準で指定しています。本図から、本キャンペーンでは

需要の⾼い時間帯を中⼼に節電をお願いしていることができていたことがわかりま

した。 
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図: 東京電⼒エリアのLDCにおいて「みんなで節電プロジェクト」により 

「節電ポイントが⽣じる時間帯」を指定した時間 

  

6. 分析②: 電⼒需給ひっ迫時の節電量（2022年1⽉6⽇、2⽉10⽇） 

 キャンペーン期間の中でも2022年1⽉6⽇と2022年2⽉10⽇は悪天候で気温が下が

り、電気の需給ひっ迫度合いが特に⾼い⽇となりました。こうした⽇に「みんなで

節電プロジェクト」に参加した皆さんはどのように節電に貢献したのでしょうか。 

 

以下は東京電⼒エリアのLDCのうち、2022年1⽉6⽇の電⼒需要のみを紺⾊で⽰した

図です。 
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図: 東京電⼒エリアのLDCにおける2022年1⽉6⽇の電⼒需要 

 

 この⽇の参加者の1コマあたりの平均節電量を算出すると、以下の結果が得られま

した。寒い1⽇だったので暖房需要が増加したと思われる⽇でもキャンペーン平均

（0.075kWh/コマ）の69%ほどの節電量を保てていました。 

 

2022年1⽉6⽇における参加者の平均節電量 

「節電ポイントが⽣じる
時間帯」1コマ（30分）
あたりの平均節電量 

0.052 kWh/コマ  
（DR失敗0kWhのコマを対象に含む） 
 

 

 

続いてLDCにおける2022年2⽉10⽇の電⼒需要を以下の図に⽰します。 
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図: 東京電⼒エリアのLDCにおける2022年2⽉10⽇の電⼒需要 

 

 この⽇の参加者の1コマあたりの平均節電量を算出すると、以下の結果が得られま

した。1⽉6⽇よりも節電量は上昇し、キャンペーンの平均（0.075kWh/コマ）の 

80 %の節電量を保てていました。 

 

2022年2⽉10⽇における参加者の平均節電量 

「節電ポイントが⽣じる
時間帯」1コマ（30分）
あたりの平均節電量 

0.06 kWh/コマ  
（DR失敗0kWhのコマを対象に含む） 
 

 

 電⼒需給がひっ迫するような寒い⽇に、家庭で節電を試みることはチャレンジン

グなことです。このような⽇においても、コマあたりの節電量は1⽉6⽇（0.052 kW

h/コマ）と2⽉10⽇（0.06 kWh/コマ）はともにみんなで節電プロジェクトの平均 

（0.075 kWh/コマ） よりも低いものの、69%〜80%まで節電量を保ちながら過ごし

てもらえていたことがわかりました。 
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7. 分析③: Nature Smart Eco Mode による⾃動節電の効果 

 本キャンペーンではNature Remo をお持ちの参加者へ、Nature Smart Eco Mode

という機能をご提供しました。この機能は「節電ポイントが⽣じる時間帯」になっ

たタイミングでエアコンの設定温度を⾃動で調整する、というものです。「節電ポ

イントが⽣じる時間帯」が終わるとエアコンの設定温度が調整前に戻りますので、

参加者は「節電ポイントが⽣じる時間帯」をそれほど意識することなく節電を試み

ることができます。 

 

 分析によると「みんなで節電プロジェクト」参加者でNature Remoを持つ参加者

のうち、参加者が「節電ポイントが⽣じる時間帯」でSmart Eco Mode を利⽤した

コマを抽出し、コマあたりの平均節電量を算出すると 0.097kWh/コマ でした。これ

はキャンペーン平均（0.075kWh/コマ）よりも約30%⾼いという結果です。 

 

参加者が Nature Smart Eco Mode を利⽤したコマの平均節電量 

「節電ポイントが⽣じる
時間帯」1コマ（30分）
あたりの平均節電量 

0.097  kWh/コマ  
（DR失敗0kWhのコマを対象に含む） 
 

 

 「みんなで節電プロジェクト」参加者の中で Nature Smart Eco Mode を利⽤した

ときの⽅がコマあたりの平均節電量が多いという結果から、我々は Nature Smart  

Eco Modeが実現する「意識をしない節電」が、電⼒の需給ひっ迫の解消に寄与でき

ると考えております。 
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8. 参加者の声（アンケート結果） 

 みんなで節電プロジェクトにご参加いただいた⽅にアンケートを取り、314件の回

答を得ました。この⼀部をご紹介します。 

 

みんなの節電⽅法 

 参加者の皆様に、本キャンペーンを通じてどんな節電を試したかを伺いました。

家庭のエアコンや照明の操作をして節電を試した⽅や、電気を使わないように外出

したという⽅が多い中で、蓄電池や電気⾃動⾞を利⽤して節電した⽅もいました。 

 

 
図: 「節電ポイントが⽣じる時間帯でどのような節電をしましたか」の回答 

（百分率は回答数314件に対する割合） 
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複数⼈でお住まいのみんなによる節電の⼯夫 

 参加者のうち、半分以上の⽅が複数⼈でお住まいとのことでした。本キャンペー

ンの参加にあたって、同居されている⽅とどうキャンペーンを説明したのかを伺い

ました。 

 その結果、参加者の中には「メールを⾒せて節電の時間の呼びかけをした（30

代・4名以上でお住まい）」「同じ部屋で過ごした（30代・4名以上でお住まい）」

「家事の時間をずらしてもらった（40代・3名でお住まい）」「お⾵呂に⼊る時間を

空けない（30代・2名でお住まい）」「早く寝ることを意識してもらった（30代・3

名でお住まい）」「（20代・2名でお住まい）外出を勧めた」などさまざまな⽅法

で、節電へのご協⼒をいただいていたことがわかりました。 

 

みんなの満⾜度 

 最後に「みんなで節電プロジェクト」の満⾜度を5段階評価でお聞きしたところ、

「満⾜」「やや満⾜」と回答くださった⽅が58.6%いらっしゃいました。「どちらと

もいえない」と回答いただいた⽅は34.7%、「やや不満」「不満」は合わせて6.7%

いらっしゃいました。 

 

 満⾜と回答された⽅は「節電をするきっかけになった」「節約できつつ社会貢献

になるから」「Nature Smart Eco Modeにより意識せず節電ができた」「楽しかっ

た」「みんなで節電に取り組む⼀体感を感じた」「⽬標ポイントを獲得できた」な

どの理由を挙げていました。 

 

 「どちらともいえない」や「不満」と回答された⽅は「どの時間のどの⾏動が、

どのぐらい節電に貢献していたのかがわかりづらかった」「普段から節電している

ため⼯夫しづらかった」「依頼された時間に家事などをしなければならず、節電を

することが難しかった」などの理由を挙げていました。 
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図: みんなで節電プロジェクトに対する満⾜度 

9. これから: BtoB向け Nature DRサービスの提供 

 本分析では、電⼒を使⽤する皆様のご協⼒によるDRが需給ひっ迫の改善に⼤きく

貢献すること、そしてその中でも、Nature Remoを使った⾃動節電の機能をお使い

いただいていた皆様には、より⼤きな貢献を頂いていることを確認できました。 

 

 Natureは今後「Nature Smart Eco Mode」の技術を活⽤し、あらかじめご同意い

ただいたお客様のエアコン等の機器を⾃動で調整する機能を、より多くの皆様にも

お使いいただけるサービスとして提供する予定です。⼀例としては、電⼒⼩売事業

者様などにお使いいただくことを想定し、対象とするNature Remoを特定・グルー

プ化、それぞれのグループごとに適切なスケジュールでDR指令を⼀括で出す、とい

ったサービス（群制御APIの提供）などを考えています。 
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図: Nature Remo を活⽤したDRサービスのイメージ 

 

 Nature Remo / Nature Remo Eを活⽤した⾃動DRサービスについてご興味のある

事業者様は bizdev@nature.global までご連絡くださいませ。 

 

 

（※1）2021年度冬季の電⼒需給のひっ迫は、過去10年間で最も厳しい⾒通し 

経済産業省 資源エネルギー庁は、2021年度冬季の電⼒需要について、過去10年間で

最も厳しい⾒通しであることを踏まえ、供給⾯・需要⾯ともにあらゆる対策を準備

しておく必要がある、と発表していました。 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measure

s/winter/index.html   

 

（※2）「Nature Remo」について 

「Nature Remo（ネイチャーリモ）」は、累計販売台数40万台を超えるスマートリ

モコンです。タイマー機能や温度・湿度、照度、⼈感センサー（※）を搭載、スマ

ホのGPSにも対応しており、ご⾃⾝のライフスタイルに合わせた家電の⾃動操作を

実現します。（※）「Nature Remo mini」シリーズは温度センサーのみ搭載 

https://nature.global/nature-remo/  

 

（※3）在宅時間の増加により消費電⼒量が増えている 
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電⼒中央研究所のレポート「コロナ禍における家庭⽤電⼒需要の変化」によると、

関東1都8県の居住する1.2万世帯のデータを⽤いた分析では年間電⼒需要が、コロナ

前の⽔準と⽐べて、世帯あたり約150kWh（約4%）増加していました。 

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/discussion/download/21002dp.pdf?v2   

以上。 


