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ＢＥＭＳ、ＢＡＳ、ＥＳＰ、ＦＥＭＳ
エネルギーソリューションの国内市場を調査
― ２０２５年度市場予測 ―
◆ＢＥＭＳ：エネルギーサービスの付加価値提案の拡大により２２６億円
有望業種における普及率は２０１５年度の１２.０％から２０２０年度には１８.７％へ
◆ＢＡＳ：２０２０年度まではオリンピック特需、以降中規模施設への提案拡大により４５０億円
◆ＥＳＰ：コジェネ更新と集中熱源への提案強化、
電力システム改革に伴う大口顧客への提案強化により２,１２０億円へ
◆ＦＥＭＳ：ＩｏＴ、デマンドレスポンスへの対応から２２億円
総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町

社長

清口

正夫

03‑3664‑5811）は、システム、サービス単体の提案から「エネルギー＋α」の付加価値として設備、資産管理など
を含めたトータルソリューションとしての提案が拡大するＢＡＳ、ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ、ＥＳＰの国内市場を調査
した。その結果を報告書「電力・ガス・エネルギーサービス市場戦略総調査２０１６ エネルギーソリューショ
ン編」にまとめた。
この報告書では、注目される１２９品目のエネルギーサービス・システムの実績動向をまとめ、参入３４事業者
について企業事例を分析し、
多数の企業が参入するエネルギーソリューション市場の課題をまとめ将来を展望した。
【調査結果の概要】
■ＢＥＭＳ（ビル・エネルギー・マネジメント・システム）
２０１５年度
１４１億円

２０２０年度予測
２０３億円

２０２５年度予測
２２６億円

※市場はエンジニアリング費を除くシステム費
設備の運転データ／エネルギー使用量データを各種センサーで収集し、建物内のローカルサーバーで一括管理・
分析を行うシステムである。
近年はローカルサーバーを構築しないクラウド型や制御機能や表示機能を持たせたデ
マンドコントローラー、多拠点統合エネルギー管理システムなどもＢＥＭＳと称し、市場はこれら全てを含み、製
品機能で主に自動制御型と手動制御型のＢＥＭＳに区分し算出した。
市場は東日本大震災を契機にデマンドコトローラーを中心に拡大し、
２０１２年度はＢＥＭＳアグリゲータ事業
が追い風となって自動制御型の普及も進み、アグリゲータ事業最終年度となった２０１３年度は１５４億円、導入
件数ベースで３.９万件となった。しかし、２０１４年度はその反動で大きく縮小した。
２０１５年度は僅かながら拡大に転じ、１４１億円、２.９万件となった。機能別では手動制御型が２.２万件、
自動制御型は０.７万件となっており、施工も含めたイニシャルコストを比較的安価に抑えることができる手動制
御型が依然として多い。近年、手動制御型は新電力による電力使用情報収集需要やエネルギーデータのみならず、
気温、来店者数、テナント別売上など顧客の事業に関わるあらゆるデータの一元的な見える化、管理、マーケティ
ングへの活用など、必ずしも省エネ・省コストを主目的としない導入が増えている。一方、自動制御型は空調機や
冷設メーカーが既存ストックの更新時にＢＥＭＳ機能を付加したコントローラーの拡販を進めており、
空調更新に
併せて導入件数が伸びている。
２０１６年度以降は空調や冷設、電気設備の保安管理などの既存事業の延長で、付加価値の１つとして展開する
事業者の安定的な需要と、
電力システム改革により電力市場に参入する通信などの新規事業者が自社エネルギー販

売の付加価値として、
省エネコンサルティングや多拠点エネルギー管理とセットでＢＥＭＳの拡販を進めるとみら
れる。また、国が掲げるエネルギー基本計画では、建物規模に応じたエネルギー管理支援サービスやアグリゲータ
事業、ＺＥＢの実現、デマンドレスポンスへの対応を推進しており、ＥＭＳに関連した普及支援もプラスに影響す
るとみられる。手動制御型の安定的な需要と、新規参入事業者や国の施策による自動制御型の普及拡大により２０
２０年度の市場は２０１５年度比４４.０％増の２０３億円、
２０２５年度には同６０.３％増の２２６億円が予測
される。
― 有望業種におけるＢＥＭＳ普及率 ―
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事務所ビル、物販・飲食・サービス施設、医療・福祉・宿泊施設、大学といった有望４業種施設における２０１
５年度のＢＥＭＳ普及率は１２.０％となった。物販・飲食・サービス施設の普及率が最も高く２９.４％、次いで
医療・福祉・宿泊施設が２０.８％、施設ストックが多い事務所ビルが最も普及率が低い４.３％となった。
２０２０年度にかけて物販・飲食・サービス施設では引き続き安定的に普及が進み、また事務所ビルにおいても
空調機更新とのセットで普及が進み、２０２０年度にはＢＥＭＳ普及率は１８.７％が予測される。業種別には物
販・飲食・サービス施設のＢＥＭＳ普及率が高く３５.９％となる。チェーン化率が高く、総エネルギー消費量に
おける電力消費量の割合が８割を超えることから電力削減幅も大きく、
事業者側にとって提案し易い業種である点
が普及進展要因である。その他、宿泊施設は２０２０年度に向けて新築需要が期待できるほか、老人福祉／保健施
設は居住者の行動パターンが一定であることから、
省エネコンサルティングなどとのセット提案も進むとみられる。
■ＢＡＳ（ビルディング・オートメーション・システム）
２０１５年度
４５９億円

２０２０年度予測
５０１億円

２０２５年度予測
４５０億円

※市場はエンジニアリング費を除くシステム費
建物内の受変電設備、防災設備、熱源設備、空調設備、電気設備、衛生設備、給配水設備、セキュリティ設備な
ど、
多岐に亘る設備の運転状況の監視や制御、
エネルギー使用量の計測や管理などを統合的に行うシステムである。
市場は２０１３年度に前年度比マイナスとなったが、以降は微増で推移し、２０１５年度には４５９億円となっ
た。システムタイプ別では、建物内に独立したローカルサーバーにおいてデータの管理・分析サービスを提供する
ローカル型が４４１億円、導入件数ベースでは全体の７割を占める２,６８５システム、クラウド利用による遠隔
監視サーバーでデータの管理・分析サービスを提供するクラウド型が１８億円、１,０１５システムとなった。
２０１６〜２０２０年度にかけて、導入件数ベースでは前年度比横ばいから３％程度の拡大が予想される。１９
７０〜１９８０年代のバブル期に建てられた建築物の改修、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向
けた首都圏を中心とした再開発、２０２０年度以降に改修時期を迎える駅や空港、商業施設、宿泊レジャー施設な
どの改修工事の前倒しなどが拡大要因である。これにより２０２０年度の市場は２０１５年度比９.２％増の５０
１億円が予測される。建築需要拡大の一方、建築資材の高騰や建築業界における人材リソースの限界などを理由に
工事案件の順延も発生している。そのため２０１６〜２０２０年度にかけて市場は拡大するものの、導入件数ベー
スでの伸びは前年度比５％増を超えることが難しいとみられる。
東京オリンピック・パラリンピック特需の反動から２０２１年度の市場は大きく縮小するものの、以降は微増推
移が予想される。参入各社は、延床面積１万ｍ2 以上の大規模施設ではＢＡＳがほぼ１００％普及していることか
ら、ターゲットレンジを中規模施設まで拡大する動きが加速するとみられる。中規模施設では大規模施設向けＢＡ
Ｓと同程度のスペックで安価なクラウド型の提案が進み、
導入件数ベースでは全体に占めるクラウド型の比率が上
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昇すると予想される。ローカル型も安定した更新需要の獲得が続き、２０２５年度の市場は４５０億円、４,７０
０システムが予測される。そのうち４６.８％の２,２００システムがクラウド型となる。
■ＥＳＰ（エネルギーサービスプロバイダ）
２０１５年度
１,３７７億円

２０２０年度予測
１,６２０億円

２０２５年度予測
２,１２０億円

※市場はＥＳＰ業者が受け取る年間サービス料（エネルギー＝電力・ガス販売実績を含む）
ＥＳＰは、ユーティリティ設備を顧客の敷地内に設置し、顧客が必要とする電気や温／冷熱、空気、水などのユ
ーティリティを提供するサービスである。設備の調達から、運用管理、保守メンテナンスまでをＥＳＰ事業者が請
け負う。
２０１５年度の市場はエネルギー価格の低下や、一部で新規獲得案件の小型化が進んだことから、前年度比４.
７％増の１,３７７億円となった。
２０１６年度以降、
２００２年度前後より提案が活発化したコジェネによるオンサイト発電サービスが契約更新
時期を迎える。特に２０１７〜２０１８年度は更新提案が活発化するとみられ、併せてボイラや集中熱源などとの
セット提案により事業規模の拡大が期待される。
また、この市場はコジェネが商材の中心であったものの、２０１３年頃より集中熱源の更新にあわせたＥＳＰ提
案が顕在化している。特に業務施設においては、１９７０〜１９８０年代にかけて相次いで建設された３００床を
超える大型病院が近年建て替え時期を迎える。
病院では人材確保の問題などから集中熱源のアウトソーシングニー
ズも高く、ＥＳＰ事業者が建て替えに併せて熱源設備の更新とサービスのセット提案を強化している。２０１６年
度以降、業務施設を中心に集中熱源更新におけるＥＳＰ提案がさらに拡大し、２０２０年度には集中熱源更新件数
全体の３割程度を占めるとみられる。コジェネの更新案件の獲得と集中熱源提案の拡大により、市場は２０２０年
度には１,６２０億円が予測される。
電力システム改革に伴い、エネルギー供給事業者は大口顧客への付加価値提案として、ソリューション提案を強
化している。
特にエネルギー供給事業者系子会社による従来の親会社の供給エリアを超えた提案競争が激化してい
る。エネルギー供給事業者系ＥＳＰ事業者の多くは、今後親会社の電力・ガス契約の維持拡大施策と連動してエネ
ルギー調達とのセット提案を強化するとみられ、１案件あたりの事業規模の拡大も予想される。
■ＦＥＭＳ（ファクトリー・エネルギー・マネジメント・システム）
２０１５年度
２２億円

２０２０年度予測
１９億円

２０２５年度予測
２２億円

※市場はエンジニアリング費を除くシステム費
産業施設（工場）内の生産プロセスで用いられる「ユーティリティ設備（空調熱源／コンプレッサ／ボイラ／受
変電設備等）
」や「生産用機械設備（工業炉／クリーンルーム／成形機械など）
」の運転データ、エネルギー使用量
データを蓄積、解析することでエネルギー消費量削減を図るシステムである。
東日本大震災を契機とした電力需給への不安によって、工場内の節電、見える化、設備更新などの需要が高まり
を見せたものの、その需要も一巡し、国内での新規工場の建設も少ないことから、市場は伸び悩んでいる。業務施
設を対象としたＢＥＭＳは、エネルギーの管理対象設備が空調機器、受変電設備、照明機器、昇降機とほぼ共通し
ているため標準化したパッケージ製品として展開されている。それに対しＦＥＭＳは、対象とする工場では空調機
器や多様な生産設備などの配置がその規模や業種によって異なることからパッケージ化することが難しく、
市場拡
大を抑制する要因となっている。
近年、工場では生産性の向上やＩｏＴ、Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４.０への対応がキーワードとなっており、生産現
場の情報を経営層まで見える化する仕組みづくりへのニーズが高まっている。
生産現場の状況を把握するためには
単なる工場全体のエネルギーの見える化だけではなく、生産稼働状況や製品の品質までを含めた状況の把握、分析
を行う必要があり、工場の現状診断からエネルギー管理システムとしての導入、省エネ効果の分析・検証から更な
る運用状況の改善まで、
ＰＤＣＡサイクルを実行することにより適切なエネルギーの運用実現を目指した提案がさ
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れている。そのためＦＥＭＳは生産分析支援や設備機器の故障予測などの多機能化もみられ、ＦＥＭＳの拡販では
なく、１事業者に対する段階的なコンサルティングとシステムの拡張提案が中心となっている。
一方でターゲットとしては中規模工場がフォーカスされつつある。
中規模工場は大規模工場と比べてエネルギー
管理担当者がいない場合も多く、
エネルギーを含めた工場の運用改善の需要に合わせて小規模なＦＥＭＳの提案が
進んでいる。また、２０１６年度より「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」が開始され、２
０１６年６月までに２０件の交付が決定している。
補助金の採択件数全体でみるとＦＥＭＳの採択件数は僅かとな
っているものの、今後は中規模工場での導入拡大が期待される。
また、２０２０年度以降にはデマンドレスポンス市場が本格的に立ち上がるとみられる。産業施設は業務施設と
比べてエネルギーリソースが高く、デマンドレスポンスの観点では産業施設に期待が寄せられており、エネルギー
供給事業者との連携や新規参入によって、ＦＥＭＳのサービス拡大が期待される。
【調査対象】
■市場分析
・ＢＡＳ（ビルディング・オートメーション・システム：中央監視システム）
（ローカル型、クラウド型）
・ＢＥＭＳ（ビル・エネルギー・マネジメント・システム）
（自動制御型、手動制御型）
・ＦＥＭＳ（ファクトリー・エネルギー・マネジメント・システム）
・ＥＳＰ（エネルギーサービスプロバイダ）
■企業事例分析
・エネルギー供給系事業者 ５社
・エンジニアリング事業者 ３社
・計測制御機器メーカー ６社
・通信・ＩＣＴ事業者 ２社

・エネルギーサービス専業＆新電力事業者(PPS) ６社
・電機メーカー ９社
・ビルシステム事業者 ３社

【調査方法】
富士経済専門調査員による参入企業及び関連企業・団体などへのヒアリング及び関連文献調査、社内データベース
を併用
【調査期間】
２０１６年６月〜８月

以上
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