
FRIコンサルティング最前線. Vol.4, p.75-81 （2012） 75

特集：みんな、つながる

企業は省エネ、CO2削減、エネルギーコスト削減の推進のため、エネルギーマネジ
メントに体系的に取り組み、PDCAサイクルを回していかなければならない。その
中でキーとなるのが、エネルギーデータの見える化と、それに対する適正な分析で
ある。

本稿では、企業の主要エネルギー源である電力に焦点をあて、PDCAサイクルを
回すトリガーとなる電力分析ナレッジとそれを活用するコンサルティングを紹介す
る。電力分析ナレッジは、企業・行政等延べ9業界約100社で取り組まれている電力
分析手法の調査結果から抽出された知見・ノウハウを体系化したものである。コン
サルティングはナレッジを活用して、主要分析手法を網羅的に把握し、お客様毎の
適正な分析手法を洗い出し、いま取り組むべき最善の施策を抽出する。社会からの
様々な要求に応え、環境経営に取り組む企業にとって、エネルギーマネジメントの
PDCAサイクルの構築は環境経営の基本である。
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いま求められるエネルギーマネジメント
—電力分析ナレッジコンサルティングによる環境経営へのアプローチ—
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ま　え　が　き

東日本大震災後、電力需給の逼迫に伴い、エネ
ルギーマネジメントへの注目が改めて高まった。
夏の電力ピークカットへの対応もあって、東京電
力管内において、電力使用量15%削減が義務化され、
企業は省エネ・節電対策を立案・実行してきている。
空調・照明・機器等のこまめな制御から、就労時
間のシフトや在宅勤務のワークスタイル変革等に
至るまで、取り組みは多岐にわたっており、まさ
に社会現象化している。

言うまでもなく震災以前から、企業は省エネ、
CO2削減、エネルギーコスト削減の推進のため、エ
ネルギーマネジメントに取り組んできた。ISO14001
対応、改正省エネ法への対応、更にはISO50001へ
の対応等、全社を巻き込んだエネルギーマネジメン
トの仕組みの構築も徐々に始まっていた。

こうしたエネルギーマネジメントへの取り組み
が、今回の大震災の影響により、否応なく急加速
したと言えよう。そこには、震災直後の計画停電
実施から想起された大規模停電（ブラックアウト）
をとにかく回避すべく、対症療法的な節電対応に
追われた、という一面も否めない。

しかしエネルギーマネジメントは、本来、体系
的に取り組まれるべきものである。エネルギーの
無駄の発見と排除、計画的・効率的なエネルギー
配分、それらに基づく適正なエネルギー使用等、
全体を俯瞰しながら体系的に取り組んでこそ、ビ
ジネスの影響を最小に止め、さらなる効率化や社
会的責任の向上にも繋がる。

エネルギーマネジメントの取り組み方

ではどのように、エネルギーマネジメントに体
系的に取り組むべきなのか。その一つのアプロー
チが、以下に述べるPDCA（Plan-Do-Check-Action）
サイクルの構築である。

エネルギーマネジメントは、他の分野のマネジ
メント同様、目標を設定、実行、分析検証、その
結果をもとに新しい課題を見出し、それに対して
新たな目標を設定、実行、さらに分析検証を行
うというPDCAサイクルによって、エネルギーパ
フォーマンスの改善を進めていくことが重要にな

るからである（図-1）。
以下に、エネルギーマネジメントとしてのPDCA

サイクルの各フェーズの取り組みを具体的に述
べる。

（1）Planフェーズ
①現状把握

エネルギーの利用状況を把握するために、以下
に述べるエネルギーベースライン、エネルギーパ
フォーマンス指標の2つを作成する。それにより、
従来はエネルギー管理の専門的な組織や、そこに
所属する責任者・担当者等の属人的なノウハウに
頼っていた省エネの取り組みを、全社のマネジメ
ントに変えるための基礎を構築する。
• エネルギーベースライン

今後のエネルギーパフォーマンスを評価する際
の比較の根拠とするためのものである。過去のエ
ネルギー消費量の中で適切なデータ期間（1年程度）
を定めて設定する。例えば、空調機・ボイラー・
ポンプ・コンプレッサー等の前年・前年度のエネ
ルギー消費量を把握・設定する。年度毎に変動が
大きな場合には、直近3年の平均とすることも有効
である。
• エネルギーパフォーマンス指標

エネルギーマネジメントの目標に対し、その進
捗状況を評価するためのものである。エネルギー
パフォーマンスを評価するにあたり、省エネ以外
の変動要素を極力排除した指標を設定する。例え
ば、エネルギー消費量を売上高や床面積等で割り
出した原単位等がある。

図-1 エネルギーマネジメントのPDCAサイクル
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これらを作成し、現状を把握することで、エネ
ルギーマネジメントのPDCAサイクルを回すため
の基準を整備する。
②目標の設定

現状把握を基にして、構築するエネルギーマネ
ジメントの目標を明確にする。そのためには、組
織単位・建屋単位から社員一人ひとりに至るまで、
我がこととしての目標になることを考慮すること
が大切であり、その上で、全社でそれを共有する
ことが重要になる。

また、全社共有の際には、単に「3年間で、5%の
エネルギー使用量削減を目指す」といったことを周
知するだけでなく、「なぜその定量目標なのか」「そ
の目標値でビジネスに影響を及ぼさないのか」等、
ビジネスにおけるパフォーマンス向上との関係を
十二分に踏まえ、社内でしっかり吟味しておくこ
とが必要である。
③施策の策定

策定した目標を達成するための具体的な施策案
を抽出する。前述①の現状把握をしっかり行って
おくことで、建屋別・エリア別・機器別の空調・
照明・熱源設備等の運転状況やエネルギー消費特
性が把握でき、省エネ・節電の要素をより多く、
適正に見つけ出すことができる。
④体制の確立

省エネの取り組みが、なかなか成果につながら
ない要因の一つとして、チームの不在があげられ
る。トップマネジメントの承認のもと、エネルギー
マネジメントのための管理責任者及びチームを選
任する。

（2）Doフェーズ
Planフェーズで策定した目標・施策案に基づい

て、省エネ施策を実行する。その際に、目標設定
で述べたように、組織一丸となり、社員一人ひと
りに至るまで、我がこととして取り組むことが重
要である。

（3）Checkフェーズ
①監視・測定

Planフェーズで設定したエネルギーパフォーマ
ンス指標を一定の周期（時間毎、日毎、週毎、月毎
等）で監視し、省エネ施策効果を検証する。数値化
したデータ（原単位等）を用いて検証するため、こ
れまで見えなかったことが見えるようになり、エ

ネルギー使用の全体像が把握できる。なおその際、
エネルギーパフォーマンス指標作成時と同様、省
エネ施策以外の外部要因（外気温、輻射熱等）によ
る影響に関しても留意が必要である。
②評価

エネルギーパフォーマンス指標の測定結果から、
Planフェーズで設定した削減目標値が達成されて
いるかを評価する。

また、省エネ・節電だけを社員にのみ追求してい
てはエネルギーマネジメントは長続きしない。社員
が快適に働きながら生産性を高めていくには、とい
う検討も今後は重要である。例えば得られた評価を
基に、省エネ製品の導入や、空調・照明に人感セン
サを統合利用して人がいない場所では空調・照明を
落とす等の最適制御の視点が必要となってくる。

（4）Actionフェーズ
①是正

評価した結果に基づき、Planフェーズで策定し
た削減施策の強化・修正等を検討する。また、体
制面における評価も実施し、削減施策同様に強化・
変更等を検討する。
②改善

Checkフェーズで検討した施策に基づき、改善を
実施する。

見える化と分析の重要性

ここまでエネルギーマネジメントとそのPDCA
サイクルについて述べてきたが、その中でカギと
なるのは、エネルギーデータの見える化と、それ
に対する適正な分析である。

エネルギーデータの見える化とは、例えば、企
業の建屋別・エリア別・機器別の空調・照明・熱
源設備等の運転状況等を、文字通りまずは見える
ようにすることである。しかし、見える化が重要
なのは分かっていても、データをどのように見え
る化すれば具体的な省エネ行動にまでつながるの
か、つまり見える化したデータをどのように分析
して、どのような施策を導けばよいのか、という
見える化から分析に至る具体的な方法や全体像が
分からずに、悩んでおられる企業の方が多い。

例えば、ISO14001やISO50001はマネジメントの
方針、体制、及びエネルギーマネジメントを運用
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していく上でのフレームワークを規定しているが、
具体的な分析方法や施策までは詳述されていない。
一方、財団法人省エネルギーセンター等は、空調・
熱源設備等への省エネ施策について詳述している
が、その打ち手を出すためにどのような分析をす
ればいいのか、には触れていない。

つまり企業にとってすぐに使える・役立つエネ
ルギーデータの分析手法、見せ方、施策までを一
貫して整理し、それらをエネルギーマネジメント
としてどう奏効させるのか、を示したものが明確
に存在せず、各企業の自助努力にまかせている状
況なのである。

筆者らは、この課題を解決するため、特に企業活
動の主要エネルギー源である電力に焦点をあて、企
業・行政・学校等で取り組まれている主要な電力分
析手法を広範に調査し、その結果を「電力分析ナレッ
ジ」として整理・体系化している。これを活用する
ことによって、省エネ・節電に向けて企業ができて
いること・できていないことを客観的にベンチマー
クするとともに、優先して取り組むべき施策を浮き
彫りにすることで、お客様毎に異なる最適な施策を
効率的に導き出すことが可能になる。富士通総研で
は、このアプローチ手法を「電力分析ナレッジコン
サルティング」として提供している。

以下では、体系的なエネルギーマネジメントと
そのPDCAサイクルを回すための一つのトリガー

として、電力分析ナレッジの内容を詳述し、次々
章にて電力分析ナレッジコンサルティングの内容・
進め方を詳述する。

電力分析ナレッジ

● 電力分析ナレッジとは
電力分析ナレッジは、企業・行政・学校等延べ 

9業界約100社で取り組まれている主要な電力分析
手法の広範調査結果から抽出された知見・ノウハウ
を、ナレッジとして体系的にまとめたものである。
• 電力マネジメントサイクル定義
• 電力分析マップ
• 電力分析ベンチマークシート

電力マネジメントサイクル定義は、前述のエネ
ルギーマネジメントのPDCAサイクルに準拠する
ものであるため、ここでの説明は割愛し、以下に 
2つのツールについて説明する。
● 電力分析マップ

電力分析マップ（図-2）とは、電力分析手法につ
いて、その分析はどのようなアクションにつなげ
ることを目的としているかという観点から、分析
カテゴリとして共通目的毎にグルーピングできる
ものを整理し、その分析手法を体系化したもので
ある。

電力分析マップは、各分析手法の利用を検討す

図-2 電力分析マップ（抜粋）
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る際に、分析手法の選択から、分析手法を活用し
てどのような施策を実行できるかまでの一連のシ
ナリオを俯瞰して確認・検討できるように整理し
ている。

代表的な管理項目は以下の通りである。
• 分析対象ファシリティ
• 分析カテゴリ
• 分析名称
• 分析レベル
• 電力マネジメントサイクル
• 分析目的
• 分析の見せ方（ビュー）
• 取得データ源泉
• 想定施策例
● 電力分析マップの特長

電力分析マップは、以下のように活用できる。
（1）分析からアクションまで一連のシナリオ把握

各分析手法について、データの見せ方、データ
の源泉、分析実行による期待効果、分析後実行す
る施策例まで俯瞰できるように整理されているた
め、どのデータをどのように見える化・分析すると、
どんな具体的なアクションにつながるか、を一連
のシナリオとして把握することができる。

（2）網羅性の検証
分析カテゴリを体系的に整理しているため、お

客様ですでに取り組んでいる電力分析の取り組み

方の傾向や網羅性を検証できる。
（3）お客様に必要な分析の選択・判断

ファシリティ属性（オフィス、工場、データセン
ター等）に応じた整理を行っているため、お客様の
ファシリティ属性を踏まえて、お客様に必要な分
析を選択、判断することができる。
● 電力分析ベンチマークシート

電力分析ベンチマークシート（図-3）は、電力分
析マップで整理した分析手法について、その企業
の取り組み状況を評価するためのシートである。

管理項目は以下の通りである。
• 分析カテゴリ
• 分析名
• 分析レベル
• 実施の有無
● 電力分析ベンチマークシートの特長

このシートのポイントは見える化・分析レベル
の定義である。各分析について以下の基準でレベ
ルを規定している。この定義は、見える化・分析
を行う上でより具体的なアクションへつながりや
すい取り組みは何か、という観点から整理したも
のである。

分析レベルの定義は以下の通りである。
レベル1：過去に、何が起こったか確認できる

　　　　（建屋別・エリア別・機器別等）
レベル2：現在、何が起きているか確認できる（同上）

図-3 電力分析ベンチマークシート（抜粋）

分析カテゴリ 分析名 分析レベル 実施の有無
チャート

1 2 3 4 5 6 7 8

電力使用量実績確認 電力使用量時系列実績確認 1
組織別電力使用量時系列実績確認 1
複数日電力使用量時系列比較確認 1
電力使用量経年比較確認 1
原単位ライン別電力使用量比較確認 1
機器別削減電力量確認 3
系統別電力使用量時系列確認およびナビゲーション 7

電力使用量＋α比較確認 電力使用量/温湿度時系列比較確認 1
電力使用量/気温時系列比較確認 1
電力使用量/日射量時系列比較確認 1
電力使用量/気温分布確認 1
電力使用量/不快指数分布確認 1
系統別電力使用量/気温時系列確認 3
系統別電力使用量/温湿照度時系列確認およびナビゲーション 7
電力使用量/会議室利用予実および人口動態自動制御 8

優先対策拠点選定 優先対策拠点選定 1
系統別目標設定 系統別目標設定 3

個人PC稼働状況確認
個人PC稼働状況確認 3
個人PC稼働状態別使用時間確認およびナビゲーション 7

デマンド予測 短期デマンド予測および閾値超過予測 5
短期デマンド予測および閾値超過時刻予測 5
長期デマンド予測および閾値超過時刻予測シミュレーション 5
短期デマンド予測および閾値超過時刻予測およびナビゲーション 5

快適性分析 エリア別快適性分析 6
エリア別時系列快適性分析 6

稼働/待機電力分析 稼働/待機電力分析 6
稼働/待機電力時系列分析 6
稼働状態エネルギー使用量比較分析 6
系統別稼働/待機電力時系列分析 6
待機電力使用量ランキング分析 6
建屋別稼働/待機電力時系列分析 6
複合機稼働状況実績分析 6
コンセント待機電力使用量時系列実績分析 6
フロア別電力量/稼働状況ナビゲーション 7
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特集：みんな、つながる

● 電力分析取り組み状況把握（STEP1）
現状の電力分析の取り組み状況について、イン

タビュー等を通じて把握する。
具体的には、電力マネジメントサイクル定義と

電力分析マップを用いて、どのフェーズでどの分
析をどのように行っているか、いないかを確認し
ていく。

インタビュー結果については、分析マップに実
施有無、分析相互の関連等を記載し、現状電力分
析取り組み状況の可視化結果として整理する。
● ベンチマーク（STEP2）

STEP1の整理・把握結果を踏まえ、電力分析ベ
ンチマークシートを用いて、電力分析への取り組
み状況をベンチマークする。このシートを利用し、
企業・行政・学校等で取り組まれている主要な電力
分析手法と、お客様の取り組みを比較することで、
お客様の電力分析が電力分析カテゴリ毎にどのよう
な取り組み状況にあるのか、また、偏りがあるのか
等、その傾向を掴むことができる（図-4）。

具体的には、STEP1で可視化したお客様の電力
分析取り組み実施有無と、ベンチマークのレベル
定義を掛けあわせ、分析カテゴリ毎のお客様の取
り組み傾向を可視化する。

これにより、例えば、お客様は「電力使用量実績
確認」カテゴリに偏った分析をしており、「電力使
用量+α比較確認」カテゴリの分析にはほとんど取
り組んでいない、といった傾向を把握することが
できる。

レベル3：将来、何が起きそうか確認できる（同上）
レベル4：電力変動要因を絞り込むことができる
レベル5：具体的な行動へのナビゲートができる

このシートを活用してお客様の見える化・分析
の取り組みの有無や水準を記載していく。取り組
み状況をインタビュー後、この欄を埋めることで
ベンチマーク結果が可視化される。なお、分析レ
ベルと実施の有無を掛けあわせ、お客様の取り組
み状況やその傾向を「長さ」として表示させること
により、視認しやすくなるように工夫している。

電力分析ナレッジコンサルティング

本章では、前章で述べた電力分析ナレッジを活
用し、具体的にどのようにコンサルティングを実
施するのか、そのアプローチ手法について述べる。

電力分析ナレッジコンサルティングは、この取
り組みを通して、主要な電力分析手法を網羅的に
把握し、そこからお客様毎の適正な電力分析手法を
洗い出し、お客様がいまだ取り組まれてない電力分
析手法を理解した上で、その中からいま取り組むべ
き最善の施策を抽出することを目指している。

電力分析ナレッジコンサルティングの進め方は、
以下のステップからなり、以降に内容を述べる。
STEP1：電力分析取り組み状況把握
STEP2：ベンチマーク 
STEP3：課題抽出
STEP4：課題重み付けと施策化

図-4 電力分析可視化、ベンチマーク結果

対象
ファシリティ

分析
カテゴリ

分析
名称

分析
レベル

電力ﾏﾈ ｼ ﾒ゙ﾝﾄ
ｻ ｲｸﾙ

分析
目的 見せ方 データ

源泉
想定
施策例 実施有無

他の分析
との関連
性

電力使用量時
系列実績確認 1 Plan(1)

電力使用量の
多くなる日時を
特定

電力量計
電力使用量が
多い時間帯の
空調停止

○

Check電
力使用量
時系列確
認と関連

複数日電力使
用量時系列比
較確認

1 Plan(1)

複数日を比較
することで電力
のムダが発生
している日時を
特定

電力量計

電力使用量が
多い時間帯の
照明を一旦停
止

○ ー

電力使用量経
年比較確認 1 Plan(1)

去年との電力
使用量の比較
により電力使
用量の多寡を
可視化

電力量計 電力使用量把
握 ×

Check電
力使用量
時系列確
認と関連

電力使用量+
α比較確認

電力使用量/
日射量時系列
比較確認

1 Plan(1)

ムダが発生し
ている可能性
のある時間/場
所を絞り込む

電力量計
日射量計

日射量の多い
時間帯の照明
を抑える

○
Plan系統
別目標設
定と関連

オフィス 稼働/待機電
力分析

稼働/待機電
力時系列分析 6 Plan(1)

電力の有効/
ムダが発生し
ている時間帯
とその電力量
を特定

電力計測OA
タップ

待機時間帯は
バッテリ稼働に
切替

×

Check系
統別稼働
/待機電
力時系列
分析と関
連

工場 エネルギー生
産性分析

原単位ライン別
電力使用量比
較確認

1 Plan(1)

生産数量とエ
ネルギーの比
較によるムダ
の発生してい
る日を特定

生産数量
電力量計

生産台数が少
ない日時にお
ける空調の一
旦停止

× ー

電力使用量実
績確認

オフィス

1 2 3 4 5 6 7 8
電力使用量時系列実績確認 1 ○
組織別電力使用量時系列実績確認 1 ×
複数日電力使用量時系列比較確認 1 ○
電力使用量経年比較確認 1 ○
原単位ライン別電力使用量比較確認 1 ×
機器別削減電力量確認 3 ○
系統別電力使用量時系列確認およびナビゲーション 7 ○
電力使用量/温湿度時系列比較確認 1 ×
電力使用量/気温時系列比較確認 1 ×
電力使用量/日射量時系列比較確認 1 ×
電力使用量/気温分布確認 1 ×
電力使用量/不快指数分布確認 1 ×
系統別電力使用量/気温時系列確認 3 ×
系統別電力使用量/温湿照度時系列確認およびナビゲーション 7 ×
電力使用量/会議室利用予実および人口動態自動制御 8 ×

優先対策拠点選定 優先対策拠点選定 1 ×
系統別目標設定 系統別目標設定 3 ○

個人PC稼働状況確認 3 ○
個人PC稼働状態別使用時間確認およびナビゲーション 7 ○
短期デマンド予測および閾値超過予測 5 ×
短期デマンド予測および閾値超過時刻予測 5 ○
長期デマンド予測および閾値超過時刻予測シミュレーション 7 ×
短期デマンド予測および閾値超過時刻予測およびナビゲーション 7 ○

チャート

電力使用量＋α比較
確認

個人PC稼働状況確認

デマンド予測

電力使用量実績確認

分析カテゴリ 分析名 分析レベル 実施の有無

電力分析可視化結果

電力分析可視化結果
ここには

取り組んでいる

ここには
取り組んでいない

ここには
取り組んでいる
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いま求められるエネルギーマネジメント̶電力分析ナレッジコンサルティングによる環境経営へのアプローチ̶

れている。

む　　す　　び

体系的なエネルギーマネジメントの実現に向け
ての一つのトリガーとして、見える化と分析をキー
ワードとしながら、電力分析ナレッジ、及びそれ
を活用したコンサルティングを紹介してきた。紙
面の都合もあって今回は限られた範囲での紹介に
とどまっていることから、より詳しく知りたい方
は、是非とも筆者にアクセスしていただきたい。

最後に環境経営について付言しておくことに 
する。

体系的なエネルギーマネジメントが重要である
本質的な理由は、それがこれからの企業が目指す
べき環境経営の基本だからである。

環境経営は、環境負荷の低減とビジネスの経済
価値向上（売上や利益の増加）を、両立させるもの
である。この一見、二律背反の2つのテーマを、矛
盾無く両輪として回していくことが、これからの
企業の責務であり、そうでない企業は、業種や企
業規模に関わらず淘汰されていく時代を迎えてい
る。省エネ目標の達成、エネルギーコスト、CO2

の削減等を果たしながら、ビジネスのパフォーマ
ンスの向上を果たしていくことは、今日では必須
要件となり、企業は改正省エネ法・温暖化対策推
進法等の規制を含む社会からの要求に応えながら、
環境経営に継続的に取り組んでいかなければなら
ない時代なのである。

そのためには、エネルギーデータを見える化し、
適正な分析を行うことで、有効な施策をスピーディ
に抽出・策定し、評価と改善のサイクルを回して
いくエネルギーマネジメントのPDCAサイクルの
構築が欠かせないし、本稿がそのヒントになれば
幸いである。
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● 課題抽出（STEP3）
STEP2で行った電力分析カテゴリ毎の傾向可視

化に基づき、課題を抽出する。
例えば、「貴社の取り組んでいる電力使用量実績

確認にカテゴライズされる分析では、まだ複数日
電力使用量時系列比較確認のように貴社が取り組
んでいない分析があります」といった、分析体系の
全体感からの指摘を行う等、カテゴライズされて
いる分析の一部しか着手できていないという気付
きにつなげる。

このような気付きを得ることにより課題を引き
出すことができる。
● 課題重み付けと施策化（STEP4）

STEP3で抽出した取り組み課題の中で、どの課
題に取り組むべきか、優先度を検討する。取り組
み優先度の判断項目は、データ取得の可否、十分
に取り組めていない分析カテゴリの有無、既に取
り組んでいる分析カテゴリからの発展性、期間、
コストである。

この検討にあたっては、電力分析マップを活用
する。

例えば、お客様では、Plan・Do・Actionのフェー
ズに該当する分析手法を網羅的に取り組んでいるが、
Checkフェーズにて社員にアラートを上げて行動を
促す仕組みが弱いとする。この場合、Plan・Do・
Actionのフェーズにて社員に関心を持っていただく
場面を充実させることが重要な施策の一つとなる。

さらに、電力分析マップにおいてお客様がまだ
取り組んでいない領域を示すことにより、PDCA
サイクルを回すためには、まずはCheckフェーズに
て、社員に気付いてもらえるアラートを上げる仕
組みの分析手法の検討を優先した方がよい、とい
う気付きを与えることができる。

このように、電力分析マップを活用することで、
重要な取り組み施策に絞り込むことが可能になる。
また、電力分析マップには、分析手法とともに取
得データの源泉も記載してあるため、お客様のエ
ネルギー計測システム等の現状と照らし合わせて、
お客様自身で実現可能な分析手法であるか否かを
判断することができる。

なお、本コンサルティングは、大手電機メーカー
のエネルギーマネジメントシステムの企画・導入
フェーズに適用を行い、その有効性が高く評価さ
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