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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象エネルギ消費者を含む複数のエネルギ消費者の日毎のエネルギ消費量データが集積
されて蓄積されるエネルギ消費量データベースと、
前記エネルギ消費量データベースに蓄積された前記エネルギ消費量データに基づいて、
指定日に係る前記対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動を他の前記複数のエネルギ消費
者との間で相対的に評価するための省エネ評価指数を算定する評価指数算定手段と、
前記評価指数算定手段で算定された前記省エネ評価指数に基づいて視覚用データを生成
する視覚用データ生成手段と、を備え、
前記エネルギ消費量データが、少なくとも一日を所定の小時間帯毎に分割したときの各
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小時間帯毎の消費電力量のデータを含み、
前記評価指数算定手段が、前記エネルギ消費量データに基づいて、前記指定日の総消費
電力量で定義される日電力量データ、前記指定日を前記小時間帯毎に分割したときの各小
時間帯毎の消費電力量の内の最大値で定義される最大電力量データ、並びに前記指定日を
前記小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最小値で定義される最
小電力量データを導出すると共に、当該導出結果に基づいて、前記日電力量データ、前記
最大電力量データ、及び前記最小電力量データの夫々に対して前記省エネ評価指数を算定
し、
前記視覚用データ生成手段が、前記日電力量データ、前記最大電力量データ、及び前記
最小電力量データの夫々に対して算定された各前記省エネ評価指数を認識可能な態様で図
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案化することで前記視覚用データを生成可能に構成されていることを特徴とする省エネ行
動支援システム。
【請求項２】
前記視覚用データが、前記日電力量データ、前記最大電力量データ、及び前記最小電力
量データの夫々に対して与えられた夫々の原点を共通とする各軸上において、前記評価指
数算定手段で算定された各前記省エネ評価指数が示す点を頂点とする多角形データである
ことを特徴とする請求項１に記載の省エネ行動支援システム。
【請求項３】
前記評価指数算定手段が、前記視覚用データによって示される前記多角形データの面積
に基づいて前記対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動の総合的な評価を示す省エネ総合
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評価指数を算定可能に構成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の省
エネ行動支援システム。
【請求項４】
前記視覚用データが、前記省エネ評価指数に基づいて前記対象エネルギ消費者のエネル
ギ消費行動に対する評価を示す文字データを含むことを特徴とする請求項１〜請求項３の
何れか１項に記載の省エネ行動支援システム。
【請求項５】
前記評価指数算定手段が、前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量データを降
順或いは昇順に並べた場合における前記対象エネルギ消費者の前記エネルギ消費量データ
の順位又は当該順位に基づく所定の換算値を前記省エネ評価指数と算定することを特徴と
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する請求項１〜請求項４の何れか１項に記載の省エネ行動支援システム。
【請求項６】
前記評価指数算定手段が、前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量データにお
ける前記対象エネルギ消費者の前記エネルギ消費量データの偏差値又は当該偏差値に基づ
く所定の換算値を前記省エネ評価指数と算定することを特徴とする請求項１〜請求項４の
何れか１項に記載の省エネ行動支援システム。
【請求項７】
前記視覚用データ生成手段が、複数の前記指定日に係る前記省エネ評価指数に基づいて
前記視覚用データを生成可能であることを特徴とする請求項１〜請求項６の何れか１項に
記載の省エネ行動支援システム。

30

【請求項８】
前記エネルギ消費量データが、更に一日の総ガス消費量のデータを含み、
前記評価指数算定手段が、更に前記総ガス消費量のデータに対する前記省エネ評価指数
を算定し、
前記視覚用データ生成手段が、更に前記総ガス消費量のデータに対して算定された前記
省エネ評価指数を認識可能な態様で図案化して前記視覚用データを生成可能に構成されて
いることを特徴とする請求項１〜請求項７の何れか１項に記載の省エネ行動支援システム
。
【請求項９】
前記エネルギ消費量データが、更に一日の総水道消費量のデータを含み、

40

前記評価指数算定手段が、更に前記総水道消費量のデータに対する前記省エネ評価指数
を算定し、
前記視覚用データ生成手段が、更に前記総水道消費量のデータに対して算定された前記
省エネ評価指数を認識可能な態様で図案化して前記視覚用データを生成可能に構成されて
いることを特徴とする請求項１〜請求項８の何れか１項に記載の省エネ行動支援システム
。
【請求項１０】
前記評価指数算定手段が、一日を連続する複数の前記小時間帯で構成される所定の中時
間帯毎に分割した場合において、指定された一の指定中時間帯全体に亘って消費した総消
費電力量で定義される中時間帯別総電力量データ、前記指定中時間帯を前記小時間帯毎に
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分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最大値で定義される中時間帯別最大電力
量データ、並びに前記指定中時間帯を前記小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消
費電力量の内の最小値で定義される中時間帯別最小電力量データを導出すると共に、当該
導出結果に基づいて、前記中時間帯別総電力量データ、前記中時間帯別最大電力量データ
、及び前記中時間帯別最小電力量データの夫々に対して前記省エネ評価指数を算定し、
前記視覚用データ生成手段が、前記中時間帯別総電力量データ、前記中時間帯別最大電
力量データ、及び前記中時間帯別最小電力量データの夫々に対して算定された各前記省エ
ネ評価指数を認識可能な態様で図案化することで前記視覚用データを生成可能に構成され
ていることを特徴とする請求項１〜請求項９の何れか１項に記載の省エネ行動支援システ
ム。
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【請求項１１】
前記エネルギ消費量データベースが、前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量
データを、所定の規則に基づいて前記複数のエネルギ消費者のエネルギ消費傾向を複数の
エネルギ消費属性に分類した場合において各前記複数のエネルギ消費者夫々が属する当該
エネルギ消費属性を認識可能な状態で蓄積しており、
前記評価指数算定手段が、前記対象エネルギ消費者が属する前記エネルギ消費属性と同
一のエネルギ消費属性を示す前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量データに基
づいて前記省エネ評価指数を算定することを特徴とする請求項１〜請求項１０の何れか１
項に記載の省エネ行動支援システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、エネルギ消費者に対して省エネルギへの意識付けを行う省エネ行動支援シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、エネルギ消費者に対して省エネルギ意識を高める目的で、現在の電力消費量を計
測すると共に、当該計測された消費量をエネルギ消費者が視覚的に確認できるように表示
する機能を有する電子式電力量計が提供されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
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【特許文献１】特開２００５−１８０９３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
特許文献１に記載の電子式電力量計によれば、エネルギ消費者に対して現在のエネルギ
消費量を認識させることはできるが、エネルギ消費者に対して直接的に省エネルギ行動を
働きかける作用は乏しい。又、仮にエネルギ消費者が過去に表示されたエネルギ消費量を
記憶或いは記録していた場合には、当該過去に表示されたエネルギ消費量の数値と現時点
で表示されているエネルギ消費量の数値との比較を行うことはできるものの、あくまで過
去における自己のエネルギ消費量との比較が行えるのみであって、客観的なエネルギ消費
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量の評価が行えるというものではない。
【０００５】
本発明は上記の問題点に鑑み、エネルギ消費者のエネルギ消費量を客観的な指標に基づ
いて評価を行い、省エネルギへの意識付けを直接的に行う省エネ行動支援システムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するための本発明に係る省エネ行動支援システムは、対象エネルギ消費
者を含む複数のエネルギ消費者の日毎のエネルギ消費量データが集積されて蓄積されるエ
ネルギ消費量データベースと、前記エネルギ消費量データベースに蓄積された前記エネル
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ギ消費量データに基づいて、指定日に係る前記対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動を
他の前記複数のエネルギ消費者との間で相対的に評価するための省エネ評価指数を算定す
る評価指数算定手段と、前記評価指数算定手段で算定された前記省エネ評価指数に基づい
て視覚用データを生成する視覚用データ生成手段と、を備え、前記エネルギ消費量データ
が、少なくとも一日を所定の小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量のデ
ータを含み、前記評価指数算定手段が、前記エネルギ消費量データに基づいて、前記指定
日の総消費電力量で定義される日電力量データ、前記指定日を前記小時間帯毎に分割した
ときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最大値で定義される最大電力量データ、並びに前
記指定日を前記小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最小値で定
義される最小電力量データを導出すると共に、当該導出結果に基づいて、前記日電力量デ
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ータ、前記最大電力量データ、及び前記最小電力量データの夫々に対して前記省エネ評価
指数を算定し、前記視覚用データ生成手段が、前記日電力量データ、前記最大電力量デー
タ、及び前記最小電力量データの夫々に対して算定された各前記省エネ評価指数を認識可
能な態様で図案化することで前記視覚用データを生成可能に構成されていることを第１の
特徴とする。
【０００７】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第１の特徴構成によれば、指定日と同日に
おいて他の複数のエネルギ消費者が消費したエネルギ消費量に基づいて相対的評価基準に
よって算定された省エネ評価指数に基づいて視覚用データが生成されるため、過去の自己
のエネルギ消費量データに基づく省エネ行動評価を用いる場合と比較して客観的な評価を
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行うことができる。そして、視覚用データが、日電力量、最大電力量、及び最小電力量の
各項目毎に算定された省エネ評価指数に基づいて生成されるため、対象エネルギ消費者は
、視覚的に各項目毎の省エネ評価指数を認識することができ、これによって自己のエネル
ギ消費傾向を知ることができる。
【０００８】
特に電力消費の場合、一日の間においても消費電力量の変動が大きくなるという特徴が
あり、一般的には生活実態に応じて消費電力量の大きい時間帯と消費電力量の小さい時間
帯とが存在する。そして、最も消費電力量の大きい時間帯に係る消費電力量が前記最大電
力量データに相当し、最も消費電力量の小さい時間帯に係る消費電力量が前記最小電力量
データに相当する。
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【０００９】
ここで、最大電力量は、同時に多数の電気機器を利用している場合にその値が上昇し、
最小電力量は、常時消費している電気機器の消費電力量が多い場合にその値が上昇する。
従って、エネルギ消費者は、自己の視覚用データによって、例えば最大電力量に係る省エ
ネ評価指数が低い場合には、複数の箇所で複数の電気機器を同時に使用しているという自
己の実態を認識することができ、この場合は、例えば空調範囲を限定したり、同時に複数
のテレビの使用を控える等の省エネ処置を講じることで当該項目に係る省エネ評価指数の
向上に努めることができる。他方、最小電力量に係る省エネ評価指数が低い場合には、常
時電力消費が行われている機器の電力消費量が大きいという自己の実態を認識することが
でき、この場合は、例えばこまめに主電源を切ったり、冷蔵庫や冷凍庫の設定温度を上昇

40

させたり、保温便座の温度を低下させたりする等の省エネ措置を講じることで当該項目に
係る省エネ評価指数の向上に努めることができる。
【００１０】
このように、日電力量（総電力量）の項目に加えて、最大電力量と最小電力量の項目に
係る省エネ評価指数を対象エネルギ消費者に対して提示可能に構成されることで、対象エ
ネルギ消費者は、表示される視覚用データに基づいて自己のエネルギ消費傾向を客観的に
知覚でき、更に、かかる消費傾向に応じて今後どのような省エネ行動を行っていくことで
省エネ効果を高めることができるかということを知ることができる。従って、対象エネル
ギ消費者は、評価の低い項目に係る省エネ評価指数を高めるべく省エネ行動を行っていく
ことで、無理のない省エネ行動を推進することが可能となる。
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【００１１】
このとき、例えばパーソナルコンピュータや携帯電話機等の表示画面において、視覚用
データ生成手段から送られてきた視覚用データが示す図案内容が表示されることで、対象
エネルギ消費者が自己のエネルギ消費傾向を視覚的に確認するものとしても良い。このと
き、電気通信回線を介してパーソナルコンピュータ等に視覚用データが送られるものとし
て構わない。
【００１２】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１の特徴構成に加えて、前記視覚
用データが、前記日電力量データ、前記最大電力量データ、及び前記最小電力量データの
夫々に対して与えられた夫々の原点を共通とする各軸上において、前記評価指数算定手段
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で算定された各前記省エネ評価指数が示す点を頂点とする多角形データであることを第２
の特徴とする。
【００１３】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第２の特徴構成によれば、視覚用データ生
成手段が、各項目毎の省エネ評価指数に基づいて決定される点を頂点とする多角形データ
を生成することにより、対象エネルギ消費者は、かかる多角形データによって示される突
出或いは陥入の状況を確認することで、各項目毎の評価内容を視覚的に一目で認識するこ
とができる。又、当該多角形の面積（大きさ）を確認することで、対象エネルギ消費者は
自己のエネルギ消費行動に対する全体的な省エネ評価を視覚的に一目で認識することがで
きる。
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【００１４】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１又は第２の特徴構成に加えて、
前記評価指数算定手段が、前記視覚用データによって示される前記多角形データの面積に
基づいて前記対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動の総合的な評価を示す省エネ総合評
価指数を算定可能に構成されていることを第３の特徴とする。
【００１５】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第３の特徴構成によれば、評価指数算定手
段によって省エネ行動に対する総合的な評価が一の数値データとして算定されるため、か
かる数値データを多角形データと共に対象エネルギ消費者に対して視覚的に確認させるこ
とで、対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動に対する総合的な評価内容を数値データと
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して客観的に認識させることが可能となる。特に数値データとして与えられることで、過
去の自己の評価との比較が容易化されるため、例えば前日の省エネ総合評価指数との比較
を行うことにより今後の省エネ行動に対する励みにつながり、省エネ行動に対するモチベ
ーションを持続させることができる。
【００１６】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第３の何れか一の特徴構成に
加えて、前記視覚用データが、前記省エネ評価指数に基づいて前記対象エネルギ消費者の
エネルギ消費行動に対する評価を示す文字データを含むことを第４の特徴とする。
【００１７】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第４の特徴構成によれば、各項目毎の省エ
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ネ評価指数によって決定される多角形データの形状に応じた評価内容或いは今後の省エネ
行動に対する指針等が文字データとして記載されるため、対象エネルギ消費者に対して更
に積極的に省エネ行動を推進させる効果が期待できる。
【００１８】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第４の何れか一の特徴構成に
加えて、前記評価指数算定手段が、前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量デー
タを降順或いは昇順に並べた場合における前記対象エネルギ消費者の前記エネルギ消費量
データの順位又は当該順位に基づく所定の換算値を前記省エネ評価指数と算定することを
第５の特徴とする。
【００１９】
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又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第４の何れか一の特徴構成に
加えて、前記評価指数算定手段が、前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量デー
タにおける前記対象エネルギ消費者の前記エネルギ消費量データの偏差値又は当該偏差値
に基づく所定の換算値を前記省エネ評価指数と算定することを第６の特徴とする。
【００２０】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第５又は第６の特徴構成によれば、対象エ
ネルギ消費者のエネルギ消費行動に対する客観的な評価が可能な省エネ評価指数を統計的
手法に基づいて容易に算定することができる。
【００２１】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第６の何れか一の特徴構成に
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加えて、前記視覚用データ生成手段が、複数の前記指定日に係る前記省エネ評価指数に基
づいて前記視覚用データを生成可能であることを第７の特徴とする。
【００２２】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第７の特徴構成によれば、自己のエネルギ
消費行動の評価を、他のエネルギ消費者のエネルギ消費行動との比較に加えて、過去の自
己のエネルギ消費行動との比較によっても行うことができ、今後の省エネ行動の指針とす
ることができる。
【００２３】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第６の何れか一の特徴構成に
加えて、前記エネルギ消費量データが、更に一日の総ガス消費量のデータを含み、前記評
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価指数算定手段が、更に前記総ガス消費量のデータに対する前記省エネ評価指数を算定し
、前記視覚用データ生成手段が、更に前記総ガス消費量のデータに対して算定された前記
省エネ評価指数を認識可能な態様で図案化して前記視覚用データを生成可能に構成されて
いることを第８の特徴とする。
【００２４】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第８の特徴構成によれば、電力消費に加え
て、ガス消費に関するエネルギ消費行動に対する客観的な評価を得ることができる。従っ
て自己のエネルギ消費傾向に応じて、電力消費のみならず、ガス消費に対しても効果的で
無理のない省エネ行動を今後持続的に推進していくことができる。
【００２５】
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尚、このとき、一日の総ガス消費量のデータの代わりに、一日の総給湯消費量のデータ
がエネルギ消費量データに含まれている場合には、総給湯消費量のデータに対して算定さ
れた前記省エネ評価指数に基づいて前記視覚用データが生成されるものとしても良い。
【００２６】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第８の何れか一の特徴構成に
加えて、前記エネルギ消費量データが、更に一日の総水道消費量のデータを含み、前記評
価指数算定手段が、更に前記総水道消費量のデータに対する前記省エネ評価指数を算定し
、前記視覚用データ生成手段が、更に前記総水道消費量のデータに対して算定された前記
省エネ評価指数を認識可能な態様で図案化して前記視覚用データを生成可能に構成されて
いることを特徴とする第９の特徴とする。
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【００２７】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第９の特徴構成によれば、電力消費に加え
て、水道消費に関するエネルギ消費（資源消費）行動に対する客観的な評価を得ることが
できる。従って自己のエネルギ消費傾向に応じて、電力消費のみならず、水道消費に対し
ても効果的で無理のない省資源行動を今後持続的に推進していくことができる。
【００２８】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第９の何れか一の特徴構成に
加えて、前記評価指数算定手段が、一日を連続する複数の前記小時間帯で構成される所定
の中時間帯毎に分割した場合において、指定された一の指定中時間帯全体に亘って消費し
た総消費電力量で定義される中時間帯別総電力量データ、前記指定中時間帯を前記小時間
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帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最大値で定義される中時間帯別最
大電力量データ、並びに前記指定中時間帯を前記小時間帯毎に分割したときの各小時間帯
毎の消費電力量の内の最小値で定義される中時間帯別最小電力量データを導出すると共に
、当該導出結果に基づいて、前記中時間帯別総電力量データ、前記中時間帯別最大電力量
データ、及び前記中時間帯別最小電力量データの夫々に対して前記省エネ評価指数を算定
し、前記視覚用データ生成手段が、前記中時間帯別総電力量データ、前記中時間帯別最大
電力量データ、及び前記中時間帯別最小電力量データの夫々に対して算定された各前記省
エネ評価指数を認識可能な態様で図案化することで前記視覚用データを生成可能に構成さ
れていることを第１０の特徴とする。
【００２９】
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本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第１０の特徴構成によれば、各中時間帯毎
に視覚用データが生成されるため、対象エネルギ消費者は、各中時間帯毎に視覚用データ
を参照することができる。従って、一日のエネルギ消費行動を細分化した各中時間帯毎の
消費行動に対する評価内容を認識することができるため、特に省エネ評価指数の低い中時
間帯において重点的に省エネ行動を行うことで効果的な省エネ行動を実行することができ
る。
【００３０】
又、本発明に係る省エネ行動支援システムは、上記第１〜第１０の何れか一の特徴構成
に加えて、前記エネルギ消費量データベースが、前記複数のエネルギ消費者の前記エネル
ギ消費量データを、所定の規則に基づいて前記複数のエネルギ消費者のエネルギ消費傾向
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を複数のエネルギ消費属性に分類した場合において各前記複数のエネルギ消費者夫々が属
する当該エネルギ消費属性を認識可能な状態で蓄積しており、前記評価指数算定手段が、
前記対象エネルギ消費者が属する前記エネルギ消費属性と同一のエネルギ消費属性を示す
前記複数のエネルギ消費者の前記エネルギ消費量データに基づいて前記省エネ評価指数を
算定することを第１１の特徴とする。
【００３１】
本発明に係る省エネ行動支援システムの上記第１１の特徴構成によれば、対象エネルギ
消費者のエネルギ消費傾向と同程度のエネルギ消費傾向を示すエネルギ消費者のエネルギ
消費量データに基づいて省エネ評価指数が算定されるため、より客観的な省エネ評価指数
が算出される。
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【００３２】
このとき、対象エネルギ消費者のエネルギ消費傾向と同程度か否かの判断については、
エネルギ消費者のエネルギ消費領域の床面積、エネルギ消費者の家族構成、昼間の在宅者
の有無又は数に関する情報、所定期間における電力使用量の実績値又は電力使用料金等を
用いて判断するものとしても良い。
【発明の効果】
【００３３】
本発明の構成によれば、対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動を他の前記複数のエネ
ルギ消費者との間で相対的に評価する指標となる省エネ評価指数に基づく視覚用データが
生成されるため、当該視覚用データを対象エネルギ消費者に対して表示画面等に表示して
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視覚的に確認させることにより、対象エネルギ消費者に対して省エネルギへの意識付けを
直接的に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
以下において、本発明に係る省エネ行動支援システム（以下、適宜「本発明システム」
と称する）の各実施形態について図面を参照して説明する。
【００３５】
［第１実施形態］
本発明システムの第１実施形態（以下、適宜「本実施形態」と称する）につき、図１〜
図３の各図を参照して説明を行う。
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【００３６】
図１は、本発明システムの本実施形態の概略構成を示すブロック図である。図１に示さ
れる本発明システム１は、入出力手段１１、エネルギ消費量データベース１２、評価指数
算定手段１３、及び視覚用データ生成手段１４を備える。
【００３７】
入出力手段１１は、電気通信回線ＮＷを介して各エネルギ消費者（ＣＴ、Ｃ１、Ｃ２…
）のエネルギ消費量データを受信可能に構成されている。尚、以下では、本発明システム
を用いて省エネルギ支援を行う対象となるエネルギ消費者を対象エネルギ消費者ＣＴと称
し、他のエネルギ消費者（Ｃ１、Ｃ２…）と区別して記載する。
【００３８】
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各エネルギ消費者（ＣＴ、Ｃ１、Ｃ２…）は、自己の日毎のエネルギ消費量を測定する
エネルギ消費量測定手段（不図示）を有しており、当該測定結果に基づいて生成される日
毎のエネルギ消費量データが電気通信回線ＮＷを介して本発明システム１に送信される。
このとき、一日分のエネルギ消費量の測定が完了した後、当該測定結果に基づくエネルギ
消費量データが毎日送信されるものとしても構わないし、複数日分のエネルギ消費量がエ
ネルギ消費量測定手段において記憶されており、所定の日数間隔の下で、複数日分のエネ
ルギ消費量データが一括して送信されるものとしても構わない。
【００３９】
ここで、入出力手段１１に対して与えられるエネルギ消費量データは、一日を所定の小
時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量のデータが一日分集積されたデータ
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で構成されるものとする。具体的には、エネルギ消費量測定手段が各時間帯毎に電力量の
測定が可能な電力量計で構成され、当該電力量計で測定された一日分の時間帯別の消費電
力量に関するデータがエネルギ消費量データとして入出力手段１１に対して送られる。
【００４０】
入出力手段１１に対して与えられた各エネルギ消費者のエネルギ消費量データは、エネ
ルギ消費量データベース１２に蓄積される。このとき、エネルギ消費量データベース１２
では、各エネルギ消費者毎に識別された状態でエネルギ消費量データが蓄積されるものと
する。
【００４１】
評価指数算定手段１３は、エネルギ消費量データベース１２に蓄積されている各エネル
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ギ消費者のエネルギ消費量データに基づき、対象となる一のエネルギ消費者が対象となる
日に消費したエネルギ消費量を相対的に評価し、当該評価結果を省エネ評価指数として数
値化する。以下では、評価対象となるエネルギ消費者が上記の対象エネルギ消費者ＣＴで
あるものとし、評価を行う対象となる日を「指定日」と記載する。
【００４２】
評価指数算定手段１３は、エネルギ消費量データベース１２より、対象エネルギ消費者
ＣＴの指定日に係るエネルギ消費量データ、並びに他のエネルギ消費者（Ｃ１、Ｃ２…）
の前記指定日に係るエネルギ消費量データを読み出す。そして、読み出された全てのエネ
ルギ消費量データを昇順又は降順に並べ替えを行い、対象エネルギ消費者ＣＴのエネルギ
消費量データの順位を算出する。
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【００４３】
このとき、指定日の総消費電力量で定義される日電力量、前記指定日を前記小時間帯毎
に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最大値で定義される最大電力量、並び
に前記指定日を前記小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内の最小値
で定義される最小電力量の三項目について、前記の順位算出を行うものとする。
【００４４】
前記のとおり、エネルギ消費量データベース１２には、各エネルギ消費者の小時間帯毎
のエネルギ消費量に関するデータが日毎に蓄積されている。言い換えれば、指定日に係る
エネルギ消費量データは、指定日において小時間帯毎のエネルギ消費量に関するデータが
複数集積されて構成されている。評価指数算定手段１３は、各エネルギ消費者の指定日の
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エネルギ消費量データをエネルギ消費量データベース１２から読み出し、各エネルギ消費
者毎に、読み出された複数の小時間帯毎のエネルギ消費量に関するデータの合計値を算出
することで日電力量データを生成し、読み出された複数の小時間帯毎のエネルギ消費量の
中から最大値を検出することで最大電力量データを生成し、読み出された複数の小時間帯
毎のエネルギ消費量の中から最小値を検出することで最小電力量データを生成する。そし
て、対象エネルギ消費者ＣＴを含む複数のエネルギ消費者の間で、日電力量データ、最大
電力量データ、及び最小電力量データを夫々比較し、各項目毎に対象エネルギ消費者ＣＴ
の順位付けを行う。
【００４５】
評価指数算定手段１３は、各項目毎に得られた順位に基づいて所定の換算を行い、当該

10

換算値を省エネ評価指数として算定する。例えば、比較対象となる複数のエネルギ消費者
（対象エネルギ消費者ＣＴを含む）の標本数をｎとし、項目ｉ（ｉ＝｛日電力量，最大電
力量，最小電力量｝）における対象エネルギ消費者ＣＴの降順に係る順位をｐｉとすると
、項目ｉにおける省エネ評価指数ａｉを以下の数１に基づいて算定する。このときＭは、
最下位を示す省エネ評価指数とする。
【００４６】
【数１】
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【００４７】
数１において、降順に係る順位ｐｉの値は、複数のエネルギ消費者のエネルギ消費量を
エネルギ消費量の多い順に並べたときの対象エネルギ消費者ＣＴの順位を表している。と
ころで、順位とは、上昇すればその順位を示す値は減少し、低下するとその順位を示す値
は増加するという性質を持つ。即ち、順位をｐｉ位だとすれば、ｐｉの値が大きいほど順
位が低いことを表しており、逆にｐｉの値が小さいほど順位が高いことを表していること
となる。つまり、対象エネルギ消費者ＣＴのエネルギ消費量が他のエネルギ消費者と比較
して多いほど、その順位が上昇し、その順位を示す値は小さくなる。逆に、対象エネルギ
消費者ＣＴのエネルギ消費量が他のエネルギ消費者と比較して少ないほど、その順位が低
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下し、その順位を示す値は大きくなる。
【００４８】
従って、対象エネルギ消費者ＣＴのエネルギ消費量が多いほど、ｐｉの値は小さくなる
こととなる。このとき、降順に係る順位ｐｉを標本数ｎで除することで算出される対象エ
ネルギ消費者ＣＴの降順に係る相対順位の値も同様に小さくなり、この相対順位に定数Ｍ
を乗じることで算出される省エネ評価指数ａｉの値は小さくなる。逆に、対象エネルギ消
費者ＣＴのエネルギ消費量が少ないほどｐｉの値は大きくなることから、その相対順位の
値も大きくなり、省エネ評価指数ａｉの値も大きくなる。
【００４９】
尚、数１における定数Ｍは、省エネ評価指数ａｉの最高点を示す値となる。例えば数１
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でＭ＝１００とした場合には、導出される省エネ評価指数ａｉは最もエネルギ消費量が少
なかったエネルギ消費者を１００点としたときの対象エネルギ消費者ＣＴの得点を示すこ
ととなる。このとき、ｐｉは上記定義より１≦ｐｉ≦ｎを満たす整数であることから、最
低点は（Ｍ／ｎ）によって表される正の数となる。尚、数１によって算出された省エネ評
価指数ａｉが整数でない場合には、省エネ評価指数の値を一見して視覚的に把握すること
を容易にするため、例えば小数点以下第１位に対して四捨五入を行うことで算定される値
を省エネ評価指数ａｉとすることで、省エネ評価指数ａｉを強制的に整数にするものとし
ても良い。
【００５０】
視覚用データ生成手段１４は、評価指数算定手段１３によって算出された日電力量、最
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大電力量、及び最小電力量に係る各省エネ評価指数を認識可能な態様で図案化することで
視覚用データを生成する。
【００５１】
図２は、視覚用データ生成手段１４が生成する視覚用データの一例を示す図であり、対
象エネルギ消費者ＣＴの日電力量、最大電力量、及び最小電力量に係る各省エネ評価指数
が夫々５０、７２、２０であった場合の視覚用データを示している。
【００５２】
図２に示されるように、視覚用データ生成手段１４は、日電力量、最大電力量、及び最
小電力量の各項目毎夫々に対して与えられた夫々の原点を共通とする各軸上において、評
価指数算定手段１３によって項目毎に算定された各前記省エネ評価指数が示す点をプロッ
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トすると共に、各プロットされた点を頂点とする多角形を形成する。図２では、日電力量
に係る省エネ評価指数５０を示す点Ａと、最大電力量に係る省エネ評価指数７２を示す点
Ｂと、最小電力量に係る省エネ評価指数２０を示す点Ｃとを各頂点とする三角形Ｆ１が図
示されている。尚、図２では、各項目共に省エネ評価指数が最高値（１００）を示す場合
に図示される三角形Ｆ０が点線によって比較のために併せて図示されている。このように
視覚用データ生成手段１４によって生成された図２に示されるような視覚用データは、入
出力手段１１及び電気通信回線ＮＷを介して、対象エネルギ消費者ＣＴに対して閲覧可能
な状態となる。
【００５３】
上記のように構成されるとき、対象エネルギ消費者ＣＴは、指定日に係る自己のエネル

20

ギ消費量に関し、同日に係る他の複数のエネルギ消費者のエネルギ消費量との間での相対
的な比較に基づく評価を、図案化された視覚用データとして視覚的に認識することができ
る。又、当該視覚用データは、日電力量、最大電力量、及び最小電力量の各項目毎の評価
に基づく多角形（レーダチャート）として表記されるため、対象エネルギ消費者ＣＴは、
当該視覚用データを確認することで、省エネルギ行動を行う余地の大きい項目を認識する
ことができる。
【００５４】
又、図２のように各項目共に最高点を取得した場合に描かれる多角形を点線で表記する
ことにより、最高点を取得した場合に描かれる多角形ＦＯの大きさと比較することで自己
の現時点でのエネルギ消費行動の総合的な評価を視覚的に認識することができる。
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【００５５】
例えば、対象エネルギ消費者ＣＴの視覚用データが図２のような形状で与えられた場合
、対象エネルギ消費者ＣＴは特に最小電力量に関する項目の得点が低いことを認識する。
最小電力量は、前記のとおり、一日の内で最も電力消費量の少ない時間帯に係る電力消費
量であるため、当該項目は待機電力に起因する電力量に由来する割合が高い。従って、最
小電力量に関する省エネ評価指数の得点が低いということは、待機電力に相当する電力量
が他のエネルギ消費者と比べて比較的大きいことを意味している。従って、対象エネルギ
消費者ＣＴは、待機電力を削減する省エネルギ行動を今後行っていくことで、最小電力量
に関する省エネ評価指数が高められ、これによって視覚用データが示す多角形の大きさを
今後大きくして行くことができる旨を認識できる。待機電力を削減する省エネルギ行動と

40

しては、例えばこまめに主電源を切ったり、冷蔵庫や冷凍庫の設定温度を上昇させたり、
保温便座の温度を低下させたりする行動が一例として挙げられる。
【００５６】
又、上述したように、表示される視覚用データには全ての項目において最高点を示した
場合に表示される多角形Ｆ０が併せて表示されている。省エネルギ行動を更に推進して行
くことで、視覚用データが示す多角形が大きくなって行く場合でも、全ての項目において
最高点を取得しない限り多角形Ｆ０と同一の大きさにすることはできない。従って、ある
程度の省エネルギ行動を実践している対象エネルギ消費者においても、自己のエネルギ消
費量に係る成績を多角形Ｆ０に少しでも近付けようとするインセンティブが働き、省エネ
ルギ行動を持続させる効果が期待できる。尚、このとき、評価指数算定手段１３が、導出
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される各省エネ評価指数によって形成される多角形Ｆ１の面積を算出し、当該算出値或い
はこれに基づく値を対象エネルギ消費者のエネルギ消費行動の総合的な評価を示す省エネ
総合評価指数として別途表示する構成としても構わない。
【００５７】
又、本発明システムのように、最小電力量並びに最大電力量を日電力量と共に表示する
ことで、日電力量のみの評価が行われる場合と比較して的確な省エネルギ行動の推進が可
能となる。
【００５８】
図３は、複数のエネルギ消費者に係る日電力量と最大電力量並びに最小電力量との関係
を示すグラフである。最大電力量並びに最小電力量は夫々２４時間に係る１時間毎の消費
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電力量の内の最大値並びに最小値としている。図３（ａ）は、横軸を日電力量とし、縦軸
を最大電力量としたときの両者の相関関係をグラフ化したものであり、図３（ｂ）は、横
軸を日電力量とし、縦軸を最小電力量としたときの両者の相関関係をグラフ化したもので
ある。
【００５９】
図３（ａ）を参照すると、日電力量の増加に伴って最大電力量も増加しており、両者間
には一定の正相関関係が認められる。しかしながら、一方で同一の日電力量の値において
示される最大電力量の値には大きな幅が認められる。このことから、日電力量が少ないか
らと言って必ずしも最大電力量が少ないと結論付けることはできない。言い換えれば、日
電力量に係る省エネ評価指数が高いからと言って必ずしも最大電力量に係る省エネ評価指
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数が高いとは限らないことが分かる。
【００６０】
図３（ｂ）を参照すると、図３（ａ）と同様、日電力量の増加に伴って最小電力量も増
加しており、両者間には一定の正相関関係が認められるものの、同一の日電力量の値にお
いて示される最小電力量の値には大きな幅が認められており、日電力量が少ないからと言
って必ずしも最小電力量が少ないと結論付けることはできない。このことから、日電力量
に係る省エネ評価指数が高いからと言って必ずしも最小電力量に係る省エネ評価指数が高
いとは限らないことが分かる。
【００６１】
従って、図３（ａ）及び（ｂ）の結果を参酌すれば、最大電力量並びに最小電力量夫々
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に関する省エネ評価指数を各別に表記することにより、対象エネルギ消費者に対して今後
省エネルギ行動を行うに際しての有用な情報を提示することができる。
【００６２】
最小電力量に関する省エネ評価指数が低い場合については図２を用いて上述したので、
最大電力量に関する省エネ評価指数が低い場合について言及すると、最大電力量に関する
省エネ評価指数が低いということは、最大電力量の値が高いことを意味しており、このこ
とは電力の同時使用を行っている機器或いは領域の数が多いことを示唆している。例えば
、同時に複数の部屋で空調を効かせながらテレビ等の機器を使用するという生活実態の下
では、かかる評価がなされることが想定される。従って、最大電力量に関する省エネ評価
指数が低い旨のレーダチャートが表示される対象エネルギ消費者ＣＴは、例えば、空調す
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る範囲を限定したり、同時に複数のテレビの使用を控えたりするという省エネ行動を今後
行っていくことで、最大電力量に関する省エネ評価指数が高められ、これによって視覚用
データが示す多角形の大きさを今後大きくして行くことができる旨を認識できる。
【００６３】
又、日電力量に関する省エネ評価指数が低いということは、一日の総消費電力量が多い
ことを意味しているため、どの時間帯のどのような電力消費態様であっても、何らかの電
力消費量を削減することで日電力量の省エネ評価指数を高めることができる。即ち、最小
電力量或いは最大電力量の何れか、或いは両者の省エネ評価指数を高めるべく省エネ行動
を実行することで日電力量に関する省エネ評価指数を高めることにもつながる。更に、そ
れ以外にも、部屋を出るときには部屋の電気を消す等、日常の省エネ意識を高めることで
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日電力量に関する省エネ評価指数を高めることにつながる。
【００６４】
上記のとおり、日電力量に関する評価だけでなく、最大電力量並びに最小電力量に関す
る評価を同時に表示することで、対象エネルギ消費者は、自己のエネルギ消費傾向に応じ
て今後どのような省エネ行動を行っていくことで省エネ効果を高めることができるかとい
うことを知ることができる。そして、レーダチャート表示によって知り得た評価の低い項
目については、省エネ行動を行う余地がある項目であると考えられるため、かかる項目に
ついての省エネ評価指数を高めるべく省エネ行動を行っていくことで、無理のない省エネ
行動を推進することが可能となる。
【００６５】

10

尚、視覚用データ生成手段１４が、上記のレーダチャートに関する情報に加えて、対象
エネルギ消費者ＣＴの各省エネ評価指数に基づく評価内容或いは今後の省エネ行動に対す
る指針等を記載した文字データを併せて作成することで、当該文字データとレーダチャー
トとを併せて視覚用データとして構成するものとしても良い。例えば、上述した図２に示
されるような視覚用データが示される対象エネルギ消費者ＣＴに対しては、待機電力が比
較的多い旨、或いは待機電力を今後削減していくことを提案する旨等をレーダチャートと
共に文字によって表示するものとして良い。このようにすることで、レーダチャートのみ
が表示された場合よりも、対象エネルギ消費者ＣＴに対して更に積極的に省エネ行動を推
進させる効果が期待できる。
【００６６】
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更に、視覚用データ生成手段１４が、対象エネルギ消費者の指定日に係る各時間帯毎の
電力消費量のデータと、自己を含む比較対象のエネルギ消費者の同平均データとを併記し
たグラフを作成し、当該グラフを前記視覚用データに含む構成としても良い。
【００６７】
尚、上記数１に示される省エネ評価指数ａｉの導出式はあくまで一例であり、順位に基
づいて一意に決定される数値を省エネ評価指数として採用するものであればいかなるもの
でも構わない。例えば、比較対象となる複数のエネルギ消費者の標本数ｎが予め定められ
た一定の値に統一されている場合には、エネルギ消費者ＣＴの降順に係る順位ｐｉをその
まま省エネ評価指数ａｉとしても良い。ただし、この場合は省エネ評価指数の最高点が標
本数ｎそのものになるため、標本数ｎが１００００程度の十分大きい値の場合には、省エ
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ネ評価指数の値だけからは自己の省エネ行動に対する評価が直感的に分かり辛いことも想
定される。従って、最高点を１００点等の比較的馴染みの高い数値とする場合の方が、省
エネ評価指数の値そのものから自己の省エネ評価を直感的に理解させる効果を有するとい
う点では望ましい。
【００６８】
又、評価指数算定手段１３が対象エネルギ消費者ＣＴの省エネ評価指数を算定する際、
比較対象となる他のエネルギ消費者を、対象エネルギ消費者ＣＴと同程度のエネルギ消費
傾向を示す消費者に限定するものとしても良い。例えば、エネルギ消費量データベース１
２において、予め各エネルギ消費者のエネルギ消費領域の床面積を大きさに応じて複数の
セグメントに分割した場合に、各エネルギ消費者がどのセグメントに属するかを示す床面
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積情報が登録されている場合には、評価指数算定手段１３が、当該対象エネルギ消費者Ｃ
Ｔと同一の床面積情報を示すエネルギ消費者に関するエネルギ消費量データをエネルギ消
費量データベース１２から読み出すことで省エネ評価指数を算定する構成としても構わな
い。このように構成することで、対象エネルギ消費者ＣＴと同程度のエネルギ消費傾向を
示す他のエネルギ消費者とのエネルギ消費量の比較結果に基づいて省エネ評価指数が算定
されるため、より客観的な省エネ評価指数が導出される。
【００６９】
尚、対象エネルギ消費者と同程度のエネルギ消費傾向を示す消費者を抽出する方法とし
ては、前記の床面積に関する情報を用いる他、エネルギ消費者の家族構成、昼間の在宅者
の有無又は数に関する情報、所定期間における電力使用量の実績値又は電力使用料金等を
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参照して抽出するものとしても構わない。
【００７０】
又、対象エネルギ消費者ＣＴが視覚用データを閲覧する場合には、例えば自己の通信端
末を用いて電気通信回線ＮＷを介して本発明システム１にアクセスすることで行うものと
して良い。この場合、対象エネルギ消費者ＣＴは、予め付されている識別ＩＤとパスワー
ドを有しており、本発明システム１に対してアクセスを行う際に認証手続を求めることが
できる。例えば、本発明システム１は、電気通信回線ＮＷを介して対象エネルギ消費者Ｃ
Ｔからのアクセスが行われる際、識別ＩＤとパスワードの入力を求め、当該識別ＩＤ及び
パスワードによって認証処理を行い、正しく認証された場合にのみ視覚用データの閲覧が
可能となる構成とすることができる。かかる場合、認証処理用の識別ＩＤ及びパスワード
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が入出力手段１１によって認識されると、本発明システム１上の認証処理手段（不図示）
によってかかる識別ＩＤ及びパスワードに関する情報が与えられて、当該認証処理手段に
よって接続元に対して本発明システム１への接続を認めても良いか否かの判断が行われる
。そして、接続を認めても良いと判断された場合には、その旨の情報が対象エネルギ消費
者ＣＴの通信端末に送信されると共に通信端末から本発明システム１に対するアクセスが
可能な状態となり、接続が認められないと判断された場合には、その旨の情報が通信端末
に送信されると共に、当該通信端末から本発明システム１に対するアクセスを拒否する。
【００７１】
尚、上記認証処理が行われる場合には、本発明システム１は、入力される識別ＩＤによ
って対象エネルギ消費者ＣＴを特定すると共に、前記認証が完了した場合にのみ評価指数
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算定手段１３が当該特定された対象エネルギ消費者に係る省エネ評価指数を算定するもの
としても良い。
【００７２】
［第２実施形態］
本発明システムの第２実施形態（以下、適宜「本実施形態」と称する）について説明を
行う。
【００７３】
尚、本実施形態は、第１実施形態と比較して、省エネ評価指数が所定の時間帯毎に算出
可能に構成される点が異なるのみであり、他は第１実施形態と共通である。以下では、第
１実施形態と異なる部分についてのみ説明を行い、共通する部分についてはその説明を省
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略する。
【００７４】
本実施形態では、評価指数算定手段１３が、一日を連続する複数の前記小時間帯で構成
される所定の中時間帯毎に分割した場合の各中時間帯毎に、各項目毎の対象エネルギ消費
者ＣＴの省エネ評価指数を算定可能に構成されている。
【００７５】
例えば、各エネルギ消費者のエネルギ消費量データが、一時間毎の消費電力量に関する
データとしてエネルギ消費量データベース１２に蓄積されているとする。この場合、一日
を午前０時から午前６時までの第１時間帯、午前６時から午後０時までの第２時間帯、午
後０時から午後６時までの第３時間帯、及び午後６時から午前０時までの第４時間帯の４
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時間帯（４つの中時間帯）に分解した場合の各中時間帯毎に、評価指数算定手段１３が各
項目の省エネ評価指数を算定するものとする。
【００７６】
第１時間帯を例に挙げて説明を行うと、評価指数算定手段１３は、エネルギ消費量デー
タベース１２より、対象エネルギ消費者ＣＴの指定日の第１時間帯に係るエネルギ消費量
データ、並びに他のエネルギ消費者（Ｃ１、Ｃ２…）の前記指定日の第１時間帯に係るエ
ネルギ消費量データを読み出す。そして、指定日の第１時間帯（指定中時間帯）の総消費
電力量で定義される総電力量、指定日の第１時間帯を前記小時間帯毎に分割したときの各
小時間帯毎（例えば１時間毎）の消費電力量の内の最大値で定義される最大電力量、並び
に指定日の第１時間帯を前記小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量の内
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の最小値で定義される最小電力量の三項目について、読み出されたエネルギ消費量データ
を昇順又は降順に並べ替えを行い、対象エネルギ消費者ＣＴのエネルギ消費量データの順
位を算出する。かかる算出を、他の中時間帯（第２〜第４時間帯）に対しても行う。
【００７７】
このように構成されることで、各中時間帯毎に視覚用データが生成されるため、対象エ
ネルギ消費者は、各中時間帯毎にレーダチャートを参照することができる。対象エネルギ
消費者の生活環境によっては、省エネ行動を実践するのが比較的困難な時間帯と、比較的
容易な時間帯とが存在する場合も考えられ、かかる場合には、省エネ行動の実践が比較的
容易な時間帯を含む中時間帯に係るレーダチャートを参照することで、当該中時間帯にお
いて対象エネルギ消費者がどのような省エネ行動を実践していくことが効果的であるかを

10

認識することができる。
【００７８】
又、前記のような省エネ行動を実践するのが比較的困難な時間帯を特に有しない対象エ
ネルギ消費者においても、本実施形態によれば、各中時間帯毎に生成される視覚用データ
に基づくレーダチャートを参照することで詳細な情報を認識することができるため、特に
省エネ評価指数の低い中時間帯において重点的に省エネ行動を行うことで効果的な省エネ
行動を実行することができる。
【００７９】
尚、第１実施形態と同様、視覚用データ生成手段１４が、対象エネルギ消費者の指定日
に係る各時間帯毎の電力消費量のデータと、自己を含む比較対象のエネルギ消費者の同平

20

均データとを併記したグラフを作成し、当該グラフを前記視覚用データに含む構成として
も良い。このとき、対象エネルギ消費者ＣＴが、操作画面上で同グラフ上の所定の領域を
指定すると、当該指定された領域に該当する中時間帯に係るレーダチャートが操作画面上
に表示される構成とすることもできる。
【００８０】
又、本実施形態において、一日を中時間帯毎の分割方法は上述した方法（６時間毎に第
１〜第４中時間帯まで分割する方法）に限定されるものではない。即ち、一日を構成する
中時間帯の数は４つに限定されるものではなく、更に、各中時間帯を構成する時間（小時
間帯数）が全て同一時間で構成される必要があるというものでもない。
【００８１】

30

［別実施形態］
以下に、本発明システムの別実施形態につき、説明する。
【００８２】
〈１〉

上述の各実施形態では、指定日に係る省エネ評価指数に基づくレーダチャート

が視覚用データとして生成されるものとしたが、複数の指定日に係る省エネ評価指数に基
づく複数のレーダチャートを同時に表記される構成としても良い。例えば、評価指数算定
手段１３は、指定日に係る省エネ評価指数と共に、当該指定日の前日に係る省エネ評価指
数を各項目毎に算定し、視覚用データ生成手段１４は、指定日に係る省エネ評価指数に基
づくレーダチャートを生成すると共に、当該レーダチャート上に指定日の前日に係る省エ
ネ評価指数に基づくレーダチャートを重ねて表記する視覚用データを生成するものとして
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も構わない（図４参照）。図４のように指定日とその前日のレーダチャート（指定日Ｆ１
、前日Ｆ２）を重ねて表記することで、自己のエネルギ消費行動の評価を、他のエネルギ
消費者のエネルギ消費行動との比較に加えて、過去の自己のエネルギ消費行動との比較に
よっても行うことができ、今後の省エネ行動の指針とすることができる。又、前日よりも
レーダチャートによって示される多角形の面積が増大していれば、前日よりも省エネ行動
が実践できていることを認識することができるため、今後の省エネ行動に対する励みとな
り、省エネ行動に対するモチベーションの維持効果が図られる。
【００８３】
〈２〉

上述の各実施形態では、評価指数算定手段１３は、他のエネルギ消費者のエネ

ルギ消費量データと比較した時の対象エネルギ消費者ＣＴのエネルギ消費量データの順位
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に基づいて省エネ評価指数を算定するものとしたが、統計的手法によって算定される偏差
値等の値に基づいて省エネ評価指数を算定しても良い。例えば、対象エネルギ消費者のエ
ネルギ消費量データの偏差値を省エネ評価指数として算定する場合には、比較対象となる
複数のエネルギ消費者の標本数をｎとし、項目ｉ（ｉ＝｛日電力量，最大電力量，最小電
力量｝）における対象エネルギ消費者ＣＴの省エネ評価指数ａｉを以下の数２に基づいて
算定することができる。尚、数２において、ｙｉは対象エネルギ消費者の項目ｉに係るエ
ネルギ消費量データ、ｘｉは比較対象となる複数のエネルギ消費者の項目ｉに係るエネル
ギ消費量の平均値、ｘｉｋは、比較対象となる個々のエネルギ消費者ｋの項目ｉに係るエ
ネルギ消費量データを夫々示している。
【００８４】
【数２】

10

【００８５】
〈３〉

上述の各実施形態では、入出力手段１１に対して与えられるエネルギ消費量デ

ータは、一日を所定の小時間帯毎に分割したときの各小時間帯毎の消費電力量のデータが
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一日分集積されたデータで構成されるものとしたが、これに加えて、給湯消費量データ（
又はガス消費量データ）、或いは水道消費量データ等が付加されるものとしても構わない
。かかる場合、これらの項目についても、前記の日電力量、最大電力量、並びに最小電力
量に対する省エネ評価指数の算定方法と同様に省エネ評価指数を算定すると共に、これら
の項目に対する新たな軸を設けることでレーダチャートを形成するものとしても良い。こ
の場合、レーダチャートの形状は四角形以上の多角形を構成することとなる。尚、給湯消
費量、ガス消費量、水道消費量の各項目については、電力と異なり常時消費されている訳
ではないため、一日の総消費量のみ（第２実施形態であれば対象中時間帯に係る総消費量
のみ）の情報を省エネ評価指数の算定項目として設ける構成として良い。図５にガス消費
量及び水道消費量に対する項目を加えたレーダチャートの一例を示す。図５では、指定日
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に係るレーダチャートをＦ１ａ、指定日の前日に係るレーダチャートをＦ２ａ、全ての項
目の省エネ評価指数が最高値を示す場合に形成される形状をＦ０ａとして夫々表している
。
【００８６】
このように構成するとき、電力のみならずガス及び水道に対する省エネ（省資源）意識
を持続的に付加させることができる。例えば、レーダチャート上においてガス消費量に係
る省エネ評価指数が低い場合には、冬季以外においては主に給湯需要に用いられたガス消
費量が多いことを表しており、冬季においては給湯需要並びに暖房需要（ガスを燃料とす
る暖房機器を有する場合）に用いられたガス消費量が多いことを表している。かかる項目
の省エネ評価指数を高めるためには、給湯の設定温度を低くしたり、シャワの出湯時間を
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短くするといった方法が有用である。又、ガス暖房機器を有する場合には、当該暖房機器
の設定温度を低くしたり、暖房する範囲を限定したり、暖房時の出力を弱くするといった
方法が有用である。
【００８７】
又、レーダチャート上において給湯消費量に係る省エネ評価指数が低い場合には、前記
のガス消費に係る省エネ行動と同様、給湯の設定温度を低くしたり、シャワの出湯時間を
短くするといった方法が有用である。
【００８８】
又、レーダチャート上において水道消費量に係る省エネ（省資源）評価指数が低い場合
には、水道消費量が他の需要者と比較して比較的多いことを示唆するものであるため、水
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道の利用時間を減少して無駄な使用を控えることで当該項目に係る省エネ評価指数を上昇
させることが可能である。
【００８９】
尚、上記において、給湯消費量データについては給湯器から計測される使用量データが
、ガス消費量データについてはガスメータの指示値が、水道消費量データについては水道
メータの指示値が夫々エネルギ消費量データベース１２に対して与えられて蓄積されるも
のとして構わない。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に係る省エネ行動支援システムの概略構成を示すブロック図
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【図２】視覚用データ生成手段が生成する視覚用データの一例を示す図
【図３】複数のエネルギ消費者に係る一日の平均電力量と最大電力量並びに最小電力量と
の関係を示すグラフ
【図４】視覚用データ生成手段が生成する視覚用データの別の一例を示す図
【図５】視覚用データ生成手段が生成する視覚用データの更に別の一例を示す図
【符号の説明】
【００９１】
１：

本発明に係る省エネ行動支援システム

１１：

入出力手段

１２：

エネルギ消費量データベース

１３：

評価指数算定手段

１４：

視覚用データ生成手段

ＮＷ：

電気通信回線

Ｃ１、Ｃ２、…：
ＣＴ：
【図１】

エネルギ消費者

対象エネルギ消費者
【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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