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A questionnaire survey was conducted of apartment complex residents in southern Osaka City to assess the change in sleep 

quality during a period of energy conservation in the summer of 2011. 1) Sleep quality is not connected with the 

conservation measure but with constitution, lifestyle, and residence environment. 2) Change of sleep depth is associated 

with actions to conserve energy resources. Relations between the change of the depth of the sleep and the constitution, 

lifestyle, and residential environment are weaker than that with the quality of the sleep. 

 

1. 背景と目的                   
 2011 年の東日本大震災の影響により､夏期の電力不足

から家庭や企業に 15%の節電が求められ､関西電力管内

では家庭の電力使用量が 14%減少した。しかし節電によ

り室内温熱環境がどう変化したかは不明である。そこで

本研究は睡眠に着目し､1)睡眠の質､及び 2)睡眠の深さの

変化と回答者の体質や生活習慣､居住環境､省エネルギー

行動との関係を分析することを目的とする。 
 
2.  調査方法                    

2011 年 9 月中旬から 10 月中旬に大阪市内南部の集合

住宅居住者を対象として､2791 戸に調査票を配布し､313
通回収した（回収率 11％）。調査票では主に 2011 年 8 月

について聞いた。調査項目は､睡眠の質や深さの変化との

関係を知るために 1)風通し､暖・冷房の効きやすさ､夏の

日射熱､日ざしのまぶしさ､住戸の夏の暑さなどの住戸属

性と住環境主観評価 2)冷房や扇風機の使用程度､冷房の

設定温度､窓の開放程度などの冷房・扇風機・通風利用程

度の主観評価 3)年齢､性別､職業､暑さ・寒さへの耐性な 
 

 
 

どの体質（暑さ・寒さへの耐性､体力など）､生活習慣（生

活時間の規則性､運動など）､省エネルギー行動（冷房設

定温度緩和・使用時間短縮やうちわや扇子の使用､夏向き

の建具配置､打ち水､衣類寝具での温度調節などの防暑行

為）などの回答者属性を､また回答者の睡眠状態を知るた

め 4)｢普段｣の寝付き､眠りの深さ､2011 年夏起床時の疲

れ､解放感､起床・就寝時刻などの睡眠属性を回答しても

らった。本研究では睡眠の質を｢普段｣の寝付き､眠りの深

さ､夢､昼間の眠気､また 2011 年夏の起床時の疲れ､解放

感､食欲､頭がはっきりしているか､気分､眠りの深さとす

る文４）。調査票では､｢普段｣として普段（夏に限らず）と

表現した。 
 

3.  回答者の構成                  
3.1 回答者属性（図 1) 
男性45.8%､女性54.2%である。年齢は60歳代が多い。

居住年数は1～5年が最も多く平均8.3±標準偏差6.8年で

ある。家族人数は平均2.6±1.1人､世帯年収は平均556±317
万円である。 
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Figure.1 Constitution and lifestyle 
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3.2 住戸属性（図 2) 
築年数は6～10年が28.6％で最も多く平均11.4±7.8年､

住戸階数は3階が最も多く平均6.1±3.6階､住戸面積は61
～70㎡が31.5%で最も多く平均80.2±18.6㎡､主な窓の向

きは南向き 68.5％､東向き 27.0％､西向き 19.3％である。 
3.3  2011 年夏の冷房・扇風機・通風利用状況（図 3)  
冷房は2.4±1.0台､設定温度の上限は26.9℃±1.3℃､下限

は 27.9℃±1.0℃である。冷房費（8 月と 5 月の電気料金

の差と定義)は 2775.6±3144.3 円である。起きている時の

窓開放程度は｢開けておくことが多い｣67.2%､就寝時は

｢開けておくことが多い｣41.2％である。扇風機は 1.8±1.0
台､使用程度は｢よく使う｣41.5%である。 
3.4 省エネルギー行動や意識（図 4) 
うちわや扇子の使用は｢かなり当てはまる｣24.0％､｢当

てはまる｣23.0％､｢少し当てはまる｣26.4%､｢当てはまら

ない｣26.7％である。扇風機の使用程度の変化は｢かなり

当てはまる｣29.6％､｢当てはまる｣30.6％､｢少し当てはま

る｣20.1％､｢当てはまらない｣19.7％である。 
3.5  睡眠状況（図 5) 
｢普段｣の眠りは｢浅いほう｣23.2％､｢深いほう｣16.8％で

ある。2011 年夏の眠りは｢眠れる｣47.6％､｢暑くて目が覚

める｣25.4％､｢暑さ以外で眠れない｣10.8％である。 
睡眠の深さの変化として｢普段｣眠りが深く 2011 年夏

も眠りが深いのは 146 名（以下｢深い→深い｣と略す）､

2011 年夏は眠りが浅いのは 81 名（以下｢深い→浅い｣と

略す）である。｢普段｣眠りが浅いが 2011 年夏は眠りが深

いのは 24 名（以下｢浅い→深い｣と略す）､2011 年夏も眠

りが浅いのは 45 名（以下｢浅い→浅い｣と略す）である。 
 

4.  睡眠に関係のある要因              
睡眠の質や睡眠の深さの変化と回答者属性､居住環境､

省エネルギー行動とのあいだの一様性検定の結果を表 1
に示す。一様性検定では質問項目の選択肢を回答者数が

なるべく均等になるように二分割する。表中の不等号は

該当する列の属性と行の属性が統計的に有意であること

を示し､｢>｣は列の属性と行の左側の､｢<｣は右側のカテ

ゴリーとの関係が有意に強いことを示す。数字は有意水

準を示す。本研究では有意水準 5％までを統計的有意と

し､10%､20%は参考に示す。平均値の差の t 検定の結果を

表 2 に示す。表中の不等号の｢>｣は表の左側のカテゴリ 
 

ーが右側より平均値が大きいことを示し､｢<｣はその逆

を示す。数字の扱いは一様性検定と同じである。 
4.1 睡眠の質 
睡眠の質と関係のある回答者属性は､年齢､暑さ寒さへ

の耐性､冷え性の傾向､生活時間の規則性､生活の型､体力､

運動習慣､健康状態､家族の人数､職業､世帯の年収､就寝

時刻､睡眠時間､寝室の人数である。住戸属性では､主な窓

の向きが西向き､風通し､外気の清浄さ､暖・冷房の効きや

すさ､夏の日射熱､日ざしのまぶしさ､外の騒音､冷房の性

能､風通しのための玄関開放程度、就寝時の冷房使用程度 
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住まいの満足度である。省エネルギー行動では､風通しを

考慮した建具の配置､うちわや扇子の利用､冷房設定温度

緩和・使用時間短縮､衣類寝具での温度調節､節電の心が

けである。一方で､回答者属性の発汗､入浴方法､起床時刻､

住戸属性の結露・湿気・カビの発生､上下階の騒音､防犯

意識､住戸の夏の暑さ､日射遮蔽装置とは関係が弱い。 
4.2  睡眠の深さの変化 
4.2.1 ｢深い→深い｣146 人と｢浅い→浅い｣45 人の比較 
眠りの深さの変化を「普段→2011年夏」と示すと､｢深

い→深い｣人は｢浅い→浅い｣人に比べ､回答者属性では､

暑さ・寒さに強く､冷え性ではなく､健康状態が良好で､

職業がある。住戸属性では､暖・冷房が効きやすく､夏の

日射熱が煩わしくなく､日ざしがまぶしくなく､外の騒音

が静かである。また､｢浅い→浅い｣人は｢深い→深い｣人に

比べ､汗かきで､「暑くて目が覚めたときに冷房をつける」。

省エネルギー行動では､風通しを考慮した建具配置､打ち

水､冷房設定温度の緩和・使用時間の短縮を実施している。 
4.2.2 ｢深い→深い｣146 人と｢深い→浅い｣81 人の比較 
｢深い→深い｣人は｢深い→浅い｣人に比べ､回答者属性

では､暑さに強く､寝室の人数が多い。住戸属性では､夏の

日射熱が煩わしくなく､日ざしがまぶしくない。また､｢深

い→浅い｣人は｢深い→深い｣人に比べ､回答者属性では､

年齢が高く､就寝時刻が遅い。住戸属性では､「暑くて目

が覚めたときに冷房をつける」。省エネルギー行動では､

うちわや扇子をよく使用し､冷房使用時間を短縮してい

る。すなわち､うちわや扇子の使用や冷房使用時間の短縮

は｢普段｣睡眠が深い人が 2011 年夏に睡眠が浅くなるこ

とと関係がある。 
4.2.3 ｢浅い→深い｣24 人と｢浅い→浅い｣45 人の比較 
｢浅い→深い｣人は｢浅い→浅い｣人に比べ､住戸属性で

は､

暖・冷房が効きやすく､夏の日射熱が煩わしくなく､日ざ

しがまぶしくない。また､｢浅い→浅い｣人は｢浅い→深い｣

人に比べ､省エネルギー行動では､打ち水､うちわや扇子

の使用､シャワーや水浴びをよくする傾向がある。すなわ

ち､暖冷房が効きやすく日射熱が煩わしくなく日ざしが

まぶしくない居住環境は｢普段｣眠りが浅い人が 2011 年

夏に睡眠が深くなることと関係がある。 
一方で､4.1 において睡眠の質と関係のある回答者属性

の生活時間の規則性､生活の型､体力､運動習慣､睡眠時間､

住戸属性の風通し､外気､騒音､冷房の性能は､睡眠の深さ

の変化とは関係がない。4.2.1～4.2.3 より､睡眠の質と深

さの変化はいずれも､起床時刻､住戸の夏の暑さ､日射遮

蔽装置､扇風機使用程度､窓開放状況とあまり関係がない。 
 4.3 冷房使用時間短縮と冷房設定温度 
 省エネルギー行動として､2011 年夏に冷房使用時間を

短縮したに｢かなり当てはまる｣｢当てはまる｣は合計

46.7％､冷房設定温度を下げたに｢かなり当てはまる｣｢当

てはまる｣は合計 54.5％であった。 
冷房使用時間を短縮した 136 人について､｢普段｣冷房を

｢非常によく使う｣｢よく使う｣63 人と､｢たまに使う｣｢ほ

とんど使わない｣｢持っていない｣70 人とに分けて､睡眠

の質や深さの変化を比較したところ､違いはなかった。し

かし､使用時間を短縮した人のうちでさらに 2011 年夏に

冷房設定温度の下限を 28℃にした 48 人について比較す

ると､｢普段｣冷房をよく使うが 2011 年夏に冷房使用時間

を短縮した20人は､｢普段｣冷房をあまり使わないが2011
年夏に冷房使用時間を短縮した 28 人より､起床時に疲れ

が残り（p=5％）､解放感がなく（p=2％）､頭がはっきり

していなく（p=5％）､気分が不快（p=2％）となる傾向

がある。27℃や 26℃の場合はこの傾向がなかった。 
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4.4 睡眠の深さの変化に影響する省エネ行動と年齢 
 省エネルギー行動の実施傾向には年齢による違いがあ

り､40歳以上の248人は40歳未満の61人よりも､冷蔵庫

の省エネ､衣類寝具による温度調節､節水・節電（以上

p=1％）､風通しを考慮した建具配置､冷房設定温度の緩

和､扇風機や日射遮蔽装置の利用､緑のカーテンを育てる

（以上 p=5％）などの省エネルギー行動をとる傾向があ

る。一方で､うちわや扇子の使用と冷房使用時間短縮の実

施傾向には年齢による違いがない。前述のように年齢は

睡眠の深さの変化と関係があるが､4.2.2 で述べたうちわ

や扇子の使用､冷房使用時間の短縮という省エネルギー

行動によって睡眠が浅くなる傾向は､年齡の影響によっ

て生じたものではないといえる。 
 
5. 結論 

1)睡眠の質は､1-a)住戸属性では､主な窓が西向き､風通

し､外気の清浄さ､暖・冷房の効きやすさ､夏の日射熱､日

ざしのまぶしさ､外の騒音､冷房の性能などと関係がある。

一方で､上下階の騒音､日射遮蔽装置､住戸の夏の暑さと

は関係がない。1-b)回答者属性では､年齢や暑さ寒さへの

耐性などの体質､生活の型､就寝時刻､睡眠時間などの生

活習慣と関係がある。一方で､発汗､入浴方法､起床時刻と

は関係がない。1-c)省エネルギー行動では､風通しを考慮

した建具の配置､衣類寝具での温度調節､うちわや扇子の

利用､冷房設定温度緩和､使用時間短縮と関係がある。 
2)2011年夏に冷房使用時間を短縮しさらに冷房設定温

度の下限を 28℃とした人のうち､従来から冷房使用程度

が高かった人は低かった人に比べて睡眠の質が低下して

いる（2011 年夏の起床時に疲れが残り､解放感がなく､頭

がはっきりせず､気分が不快）。27℃､26℃ではこうした傾

向はない。 
3) 2011 年夏の睡眠が浅くなるのは、3-a)住戸属性では､

夏の日射熱と日ざし、3-b)回答者属性では､年齢の高さと

遅い就寝時刻、3-c)省エネルギー行動では､うちわや扇子

の利用と冷房使用時間の短縮が関係する。 
4)年齢が高いほうが省エネルギー行動をよく実施して

いるが､省エネルギー行動のうち､うちわや扇子の使用､

冷房使用時間の短縮は､年齢に関係なく実施されている。 
本研究の結果は､2011 年夏の節電による省エネルギー

行動が場合によっては睡眠の深さの変化に影響を与えた

可能性を示唆している。 
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Item Evaluation Num Num Evaluation
Fall asleep easily 162 - - >20>10>10 >2 >1 >1 - >1 >1 - <5 >5 >10 >1 >1 >5 >1 >1 - >1 >1 >5 >2 - - - >10 - - - - >10 - <20 - - - - - - 138 difficultly
Sleep deeply 229 - >1 >10 - - >20 >2 - >20 >5 <1 - >1 >2 >10>20 >1 >1 >10 - >10 - >20 - - - - - - - - - >10 - <2 - - <5 <2 <5 - 69 shallow
Dream more 79 <20 - - - - - - >20 - - - >20>20 >2 - - - >10 - - - - - >20 >20 - >5 - - - - - >2 >10 - - - - >10 - 219 Less
Less daytime sleepiness 126 >10 >1 >2 - - <10 - - >20 - >10 - - >20>20 - <20>10 - - >20 - >20 - - - <20 - - - - - - - - - - <2 - 173 Usually
Less tired 127 - >1 >1 - >5 >2 >1 >1 >1 <10 >1 >1 >1 >1 >1 >1 - - - >1 >1 >2 - - >5 - - >20 - >20 - - - - - <2 - - 179 More
More sense of freedom 161 - >1 >1 - >5 >20 >1 >20 >5 <1 >1 >1 >1 >1 >1 >2 >1 >20 >1 >10>10 >2 - >5 - <1 >2 - >10 - - - - - - >20 - 138 Less
More appetite 192 - >20 - >10 - - >5 >1 >5 - >1 >1 >10 >5 - >5 >10>20 - - - <10 - - - >5 - >1 >5 <20 - >10>20 - >2 >2 114 Less
More distinct 165 - >2 >10 - >1 >1 >5 >1 >1 - >1 >1 >1 >2 >5 >20 >5 >10 >5 - - - - - >2 <1 >5 >20 - - - - - >1 >5 139 Less
Feeling refreshed 203 >5 - - - >20 - >5 >1 >1 <5 >1 >5 >5 - - >1 >1 >5 - - >2 - - >2 - - - - - - - - - - 87 poor
Sleep deeply 174 >1 - - <2 - >20 >2 >5 - >1 >20>10>20 >2 >1 >1 >10 - - >5 - - - <1 - <5 <2 <1 <2 <2 <1 - <5 131 shallow
Deep-Deep 146 >2 >1 >5 <2 >10>10 >1 >20>20 >1 >1 <20 - >1 >1 >2 >1 >1 >10 - >1 >2 >1 >1 >20 - - >20 - - - <1 - <5 <1 - - <5 <1 <20 - 45 Shallow-shallow
Deep-Deep 146 >1 - - <20 - - >20>10 - >20 >5 >20<10 >1 >1 - >2 >1 - >10 - - >1 >1 >10 - - >5 >20 - - <1 - - - <5 - <10 <5 <20 <10 81 Deep-shallow
Shallow-deep 24 >20 - >20 - >10 - - - - >10 >2 - - >10>20 - >20>20 - - >5 >2 >2 >1 - <20 - - - - - - - <10 <2 <5 <1 - <20 - - 45 Shallow-shallow
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Table.2 Relationship between the sleep and others 

Table.1 Relationship between the sleep and others

Item Evaluation Num Num Evaluation
Fall asleep easily 162 53.01 <1 57.84 624.6 <10 646.6 2342 - 2350 685.9 - 690.9 1.901 >1 1.47 2.718 >1 2.328 593.4 >5 487.8 26.79 <20 27.04 27.92 - 27.99 2754 - 2601 138 difficultly
Sleep deeply 229 54.43 <20 57.09 630.1 - 647.2 2342 - 2358 689.9 - 679.6 1.791 >1 1.441 2.661 >1 2.164 584 >1 423.9 26.87 - 27.02 27.93 - 28.03 2808 - 2354 69 shallow
Dream more 79 54.99 - 55.19 643.9 - 631.3 2362 >20 2339 679.4 - 691.6 1.692 - 1.716 2.365 <20 2.607 547.9 - 548.9 26.95 - 26.89 28.02 - 27.93 2948 - 2581 219 Less
Less daytime sleepiness 126 56.02 - 54.32 654.5 >1 619.5 2354 - 2340 696.4 - 680.8 1.548 <1 1.824 2.429 <20 2.629 522.7 - 575.4 26.91 - 26.91 27.89 - 28.01 2439 - 2906 173 Usually
Less tired 127 57.06 >5 53.63 630.1 - 638 2335 <20 2353 700.4 >20 679 1.776 - 1.648 2.617 - 2.491 518 - 579.2 26.91 - 26.88 27.85 <20 28.02 2889 - 2577 179 More
More sense of freedom 161 58.48 >1 50.82 632.6 - 635.4 2331 <2 2363 702.3 >2 669.1 1.715 - 1.699 2.623 - 2.485 513.4 <20 597.2 26.87 - 26.88 27.9 - 28 2582 - 2866 138 Less
More appetite 192 55.67 - 54.02 629.6 - 643.5 2340 - 2356 689.8 - 684.7 1.723 - 1.664 2.563 - 2.509 535.2 - 575.5 26.84 - 26.97 27.9 - 28.04 2716 - 2716 114 Less
More distinct 165 57.65 >1 52.07 631.9 - 639.1 2331 <5 2362 697.1 >20 678.8 1.661 - 1.752 2.541 - 2.545 555.5 - 540.1 26.92 - 26.85 27.9 - 28.01 2705 - 2730 139 Less
Feeling refreshed 203 56.6 >1 51.17 634.9 - 629 2338 <20 2363 696.5 >5 663.1 1.693 - 1.726 2.559 - 2.549 553 - 555.9 26.88 - 26.87 27.88 <10 28.11 2582 - 2949 87 poor
Sleep deeply 174 53.26 <2 57.47 632.2 - 638.4 2347 - 2345 684.3 - 691.9 1.842 >1 1.512 2.685 >2 2.355 589.1 >5 484.1 26.89 - 26.91 27.93 - 28 3009 >20 2379 131 shallow
Deep-Deep 146 52 - 56.2 657.3 - 636 2321 - 2329 711.5 - 706 1.783 - 1.65 2.542 - 2.558 520 - 547.4 26.96 - 26.83 27.75 - 27.89 2814 - 2542 45 Shallow-shallow
Deep-Deep 146 52 <5 59.86 657.3 - 641.6 2321 <5 2378 711.5 >10 662.3 1.783 >5 1.267 2.542 >10 1.954 520 >5 363.8 26.96 - 27.05 27.75 <5 28.21 2814 - 2124 81 Deep-shallow
Shallow-deep 24 53.45 <20 56.2 627 - 636 2350 >20 2329 680.1 <20 706 1.868 >10 1.65 2.721 - 2.558 601.8 - 547.4 26.9 - 26.83 27.97 - 27.89 2997 - 2542 45 Shallow-shallow
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