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1　まえがき

1997 年 12 月の気候変動枠組条約第 3 回締約国会議
（COP3）で採択された ｢京都議定書｣ の CO2 削減の約束
期間の終了が 2012 年に迫っている。参加各国間で，この

期間の延長などの議論がなされている。地球環境保護を考
えると各国の CO2 削減は義務化されていくものと考えら

れる。

富士電機では，小売店舗における CO2 削減のためにエ

ネルギー使用量を見える化し，省エネルギー（省エネ）や

負荷平準化を実現するための小売店舗向けエネルギーマネ

ジメントシステムの開発に取り組んでいる。

2　小売店舗を取り巻く環境

₂.₁　民生部門のエネルギー消費動向

今まで，日本のエネルギー消費は産業主体で推移してき

たため，産業部門のエネルギー使用の合理化を強化・推進
してきた。その結果，産業部門は生産量の増大にも関わら

ず排出量が一定レベルを保っており，実質的なエネルギー

効率は向上傾向にあるといえる（図₁）。

一方，民生部門の中で，特に業務部門のエネルギー消費
は増加傾向にある。今後は業務部門のエネルギー使用の合
理化が重要課題であることから，2010年 4月に ｢エネル

ギーの使用の合理化に関する法律｣（省エネ法）が大幅に

改正された。管理単位についても，今までの事業所単位の

エネルギー管理から事業者（企業）単位のエネルギー管理
になり，エネルギー年間使用量が原油換算で 1,500 kL 以
上の事業者は，消費している全エネルギー使用量を管理し，

エネルギー消費原単位を中長期的に年平均 1% 以上低減
⑴

す

ることを目標に取り組む必要がある。これにより，小規模

施設，店舗などを数多く所有している事業者が省エネ法の

規制対象となり，エネルギー使用量の見える化と，その低
減のための仕組み作りが必要になった。

この省エネ法の改正により，今まで業務部門のエネル

ギー使用量で 10% 相当の事業者しか規制対象でなかった

ものが，50% 程度に拡大した。特に多店舗を所有する事
業者には，今まで経験したことのないエネルギー使用の合
理化の推進が必要となった。

₂.₂　小売店舗のエネルギー管理

一般的に店舗単位でのエネルギー消費は少量であるため，

改正省エネ法以前にはエネルギー使用についての法規制は

なかった。しかし，前項で述べたとおり，小売店舗では一
企業（チェーン）の店舗数が多いため，トータルのエネル
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「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）の改正により，小売店舗を数多く所有している事業者にはエ

ネルギーの見える化や計画的な省エネルギー推進が義務付けられた。しかし，小売店舗にエネルギーマネジメントシステ

ム（EMS）を導入すると初期投資が膨大になる課題があった。これを解決するため，富士電機は導入コストを最小限に抑
え，かつユーザの社内ネットワークへの接続を必要としない Web 型 EMS を開発した。また，小型ながら多点計測が可能で，

さらにタッチパネルモニタを装備したエネルギー監視ユニットを製品化した。

As a result of the revision of the Japanese “Law Concerning the Rational Use of Energy” (Energy Saving Act), owners that possess 
a lot of retail stores are obligated to promote energy visualization and the planned conservation of energy. The tremendous initial cost of 
introducing an energy management system (EMS) in a retail store was a problem, however. Fuji Electric has developed a Web-type EMS that 
minimizes costs and does not require a connection to a user’s in-house network. Fuji Electric has also commercialized an energy monitoring 
unit that is compact in size, allows multipoint measurements, and is equipped with a touch panel monitor.
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図₁　部門別CO2排出量（エネルギー消費）の推移
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ギー使用量は大きい。そのため，小売店舗も省エネに向け

た厳密なエネルギー管理を強いられることになった。

省エネ法の規制対象となる事業者の規模または店舗数の

目安は，次のとおりである。

™  スーパーマーケット：約 3 万 m2 以上
™  コンビニエンスストア：およそ 30 店舗以上
™  ファストフード店：およそ 25 店舗以上
™  ファミリーレストラン：およそ 15 店舗以上
上記の規模の事業者は，“特定連鎖化事業者”となり，

省エネ法の規制対象となる。

特定連鎖化事業者は，役員クラスのエネルギー管理統括
者とその補佐役であるエネルギー管理企画推進者を選任す

る。さらに，各店舗の責任者を含む省エネ推進体制を構築
し，今後の活動内容やスケジュールおよび問題・課題につ

いて検討・解決することが必要になる。また，省エネ法で

規定された“事業者の判断基準をベースとした管理標準”

を策定し，それに基づき毎年の定期報告書や中長期計画書
を作成することになる。

3　 小売店舗向けエネルギーマネジメントシステム
の動向と課題

₃.₁　小売店舗向けエネルギーマネジメントシステムの動向

省エネ法で規定された“事業者の判断基準をベースとし

た管理標準”を策定するためには，より詳細なエネルギー

管理が必要である。一般的な小売店舗において，エネル

ギー使用量は月次単位の把握にとどまっており，省エネ推
進のために必要となるエネルギー利用に関する情報が不 
十分であった。そのため，小売店舗業界でもエネルギー使 
用量を“見える化”し，それを分析して最適な対策を施し，

削減効果を測定する活動を継続的に行えるように，エネル

ギーマネジメントシステム（EMS）導入のニーズが高まっ

てきている。

₃.₂　小売店舗向けエネルギーマネジメントシステムの課題

小売店舗において，エネルギー使用量の大半を占める消
費電力量は，日別，時間別に計測することで，店舗におけ

る電力の使われ方を分析することができる。計測対象は，

照明系（単相）分電盤，動力系（三相）分電盤それぞれの

主幹に加え，空調，冷凍冷蔵機，照明など負荷別の計測も

組み合わせることにより，詳細な分析が可能になり，効果
的な省エネ対策が可能である。

消費電力量を複数計測するには，複数台の計測装置が必
要になる。また，ガス，水道などの他のエネルギー使用量
を計測するためには，さらに装置が必要になる。従来より

小売店舗向けエネルギー管理の需要は多かったが，店舗当
たりの計測機器設備の導入と工事に係る初期投資が膨らむ

という課題があり，顧客は EMS の導入を見送っていた。

EMS を構築する上で，複数の店舗の計測データを収
集・管理するサーバを本部側に設置し，各店舗の計測機器
とサーバとをネットワークで接続する必要がある。この

ネットワーク化には，ネットワークの新規構築，または既
設の社内ネットワークの利用が考えられる。前者の場合，

新たなネットワーク敷設のために膨大なコストが発生する。

後者の場合は，コストは抑えることができるが，既設社内
ネットワークを利用している基幹システムなどへの影響が

懸念される。

このように，初期導入費を抑えた見える化の仕組みを構
築するにはいくつかの課題がある。この課題を解決するた

めに，富士電機は次章で述べる小売店舗向け EMS を開発
した。

4　 富士電機の小売店舗向けエネルギーマネジメン
トシステム

₄.₁　エネルギーマネジメントシステムの開発コンセプトと

　　　構成

フランチャイズチェーンなどの小売店舗の場合，立地条
件，規模，店舗機器の機種・年式などにより類似店舗ごと

に代表店舗を選定し，分析のための計測を行うことが有効
である。この代表店舗の割合は，全店舗の 5 〜 15% 程度
といわれている。これらの店舗に対し，見える化・分析・

省エネ対策・効果測定の PDCA サイクルを適用し，省エ

ネ対策の有効性が実証できれば，類似店舗に水平展開を図
ることができる。

代表店舗だけが対象となるので，ユーザの社内ネット

ワークへの接続を必要としない Web 型 EMS を構築した。

具体的には，富士電機のデータセンターにエネルギー管理
サーバを設け，ネットワークの敷設工事が不要な無線通信
インフラ（FOMA データ通信

〈注〉

）を用い，各店舗に設置し

たエネルギー監視ユニットから計測データを自動収集する。

そして，エネルギー管理サーバ内データベースに計測デー

タを蓄積することで，本部の管理担当者，エリア管理者，

店舗スタッフがインターネット接続可能な PC から，Web

店舗

ルータ
FOMA
ネット
ワーク INS128K

ファイヤウォール

インターネット網

本社管理部門

富士電機データセンター

店舗ごとのエネルギー使用量を計測・収集

エネルギー管理サーバ

図₂　EMSの全体構成

〈注〉FOMA データ通信： 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのデー 

 タ通信サービス
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ブラウザーを操作して目的とするグラフ表示を行い，分析
などに活用できるようにした。

店舗には，1 台で消費電力量を多点計測可能で，FOMA
データ通信に対応した店舗向けエネルギー監視ユニットを

設置する。

店舗のエネルギー監視ユニット，富士電機のエネルギー

管理サーバを含む EMS の全体構成を図₂に示す。

₄.₂　エネルギー管理サーバ

エネルギー管理サーバは，24 時間 365 日対応のサービ

ス体制の中で運用し，計測データのバックアップに加え，

不正アクセスなどセキュリティ面での対策も考慮した。ま

た，エネルギー管理サーバを複数の契約ユーザ間で共有で

きるように仮想化技術を適用し，マルチユーザに対応する

ことでサービス利用費の低減を図った。

ユーザは，インターネットに接続可能な PC からログイ

ン，パスワードによる認証を行い，エネルギー管理サーバ

に接続する。ログインした権限（見える店舗の範囲など）

に応じたさまざまな情報を見える化することができる。エ

ネルギー管理サーバの主要機能一覧を表₁，画面例を図₃

に示す。

比較表示に対しては，ユーザの意見を取り入れて機能実
現を図り，週報，月報，年報を前年実績と対比し，省エネ

推進の効果を過去の実績値と比較して検証できるようにし

た。また，店舗間や店舗の属性により分類した店舗グルー

プ間での比較も可能とし，エネルギー使用量の相違点をさ

まざまな角度から分析し，省エネ目標の設定，あるいは，

省エネ効果測定などに利用できるようにした。

ユーザ自身での分析を支援するために，計測データの

CSV 形式ファイルによるダウンロード機能，さらに計測
データおよび各種分析用グラフを含む Excel 形式ファイル

のダウンロード機能を用意した。

₄.₃　省エネ診断レポートの作成

Web 型 EMS によるサービスでは自動計測データの見
える化とともに，ユーザの省エネへの取組みを支援するた

めに省エネ診断レポートの作成を行う。省エネ診断レポー

トは，店舗別のエネルギー消費傾向の分析結果，改善ポイ

ント，省エネ対策などが記載されている。省エネ診断分析
ツールの使用例を図₄に示す。

₄.₄　店舗向けエネルギー監視ユニット

店舗向けに ｢えこ店長｣ ｢イケメン店長｣ という 2 種類
のエネルギー監視ユニットを用意した。両者の計測に関わ

る仕様は同一である。電圧 2 系統，電流 16CT（Current 
Transformer），ガスや水道などのメータからのパルス 2
点，温度 2 点の計測が可能である。電力については，照明

（a）エネルギー表示グラフ（日報）

（b）前年度比較グラフ

図₃　エネルギー管理サーバの画面例

（a）週別変動の解析グラフ
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図₄　省エネ診断分析ツ－ルの使用例

表₁　エネルギー管理サーバの主要機能一覧

機　能 仕　様

ポータル画面表示 計測店舗一覧表示

エネルギー表示 日報（時間別），月報（日別），年報（月別）

比較表示

店舗過去実績比較
　直近４週間比較，前年同月比較，前年比較
店舗間比較
店舗グループ間比較

ランキング表示 消費電力量，原単位（面積）による店舗ランキング

CSVファイル
ダウンロード 日報，月報，年報データのCSVファイル

Excelファイル
ダウンロード 計測データを含む分析用Excelファイル
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系（単相）分電盤，動力系（三相）分電盤の主幹（CT：4
個使用）とともに，6 〜 12 個の負荷別計測に対応できる。

イケメン店長は，ユニット前面にタッチパネル付きカ

ラーモニタを装備し，設置先店舗でのモニタリングを可能
にした。エネルギー使用量を逐次表示し，デマンド監視に

よるアラーム出力や過去実績との対比による目標との乖離
（かいり）を分かりやすく表示することができる。店舗ス

タッフの省エネ意識の啓発し，人的なオペレーションによ

る省エネ効果を狙える。また，来客者に対して省エネへの

取組みを PR するという用途にも適している。イケメン店
長の画面例を図₅に示す。

5　 北九州スマートコミュニティ創造事業における
取組み

“北九州スマートコミュニティ創造事業”は，産学官民
の英知と志を結集し，基幹システムとの協調の下，地域エ

ネルギーマネジメントのあるべき姿を具現化し，“ライフ

スタイル”“ビジネススタイル”さらには市のまちづくり

を変革することで，低炭素社会のあるべき社会構造を構築
するものである

⑵

。地域社会が参加するエネルギーコミュニ

ティの実現により，CO2 50% 削減を目標に取り組んでいる。

現在，店舗などの需要家が地域 EMS と連携し，デマン

ドレスポンスによる需要調整を行い，地域全体の負荷平準
化の一端を担うことで，スマートグリッドと連携する取組
みを行っている。この取組みを通して，地域内の複数小売
店舗にエネルギー監視ユニットを導入し，電力量変化を明
確にする。このことにより，顧客（来客者）重視の小売店
舗において，デマンドレスポンスによる需要調整がどのレ

ベルで実現可能か，その効果を実証していく。スマートグ

リッドと連携した次世代店舗イメージを図₆に示す。

6　あとがき

富士電機は，北九州スマートコミュニティ創造事業にお

けるスマートグリッドへの取組みを通して，店舗機器の直
接制御による省エネルギー，負荷平準化を実現する次世代
型店舗“スマートストア”の実現を目指す。太陽光発電な

どの自然エネルギー，蓄電池などを組み合わせ，店舗機器
を監視・制御し，統合的に管理する店舗コントローラ

⑶

を核
とした小売店舗向けエネルギーマネジメントシステムを開
発することで，エネルギーの見える化，最適化による消費
電力や CO2 の削減を実現していく所存である。

参考文献
⑴　改正省エネ法（工場・事業場）説明資料. 経済産業省.

⑵　次世代エネルギー・社会システム事業北九州スマートコ

ミュニティ創造事業マスタープラン. 北九州スマートコミュ

ニティ創造協議会. 2010.

⑶　須藤晴彦ほか. 店舗総合省エネルギー制御システム. 富士時

報. 2005, vol.78, no.3, p.215-219.

（a）店舗スタッフ向けの場合

（b）来客者向けの場合

図₅　「イケメン店長」画面例
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図₆　スマートグリッドと連携した次世代店舗イメージ

新海　徹二
店舗・流通向けの商品企画・営業支援業務に従事。

現在，富士電機株式会社社会システム事業本部ス

マートコミュニティ事業部総合技術部主査。
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223（ 51 ）

武田　久孝
情報通信制御システムの開発，エネルギー監視シ

ステムのエンジニアリング業務に従事。現在，富
士電機株式会社営業統括本部サービス統括部東日
本技術部主査。

津村　明憲
コンポーネント営業・システム営業に従事。現在，

富士電機株式会社営業統括本部社会・産業プラン

ト本部第三統括部営業第二部主査。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




