大きく、これらを改善することは明確な経営上のメリッ

検針から請求、回収までの業務にかかる負担と費用は

らのコスト削減分は社員による業務が

円ものコストメリットを生むと試算される。加えてこれ

きな力を発揮する。全戸導入することで４億６８００万

％を占めること

トを生む。東洋計器（本社・松本市、土田泰秀社長）の

年間

実地調査に基づく試算によると、家庭用顧客１万件を持
出やガス需要拡大などに振り分けることが可能となる。

から、社員の負担を大幅に軽減でき、その余力を顧客創

でかける費用は７億６１００万円に上る。この費用の抑
らす効果を紹介する。

具体的な試算例などをもとに、ＩｏＴ―Ｒの導入がもた

と滞納対応分で合計３億
円の節減になる。これに
配送合理化効果や事務所
統合などによる経費削減
が加算される。直売１万
３千件の企業が ％程度
テレメを導入した段階
で、配送員２人の削減が
可能となったケースがあ
る。このデータを参考に
すれば、９６００万円の
削減効果が期待される。
また、ＩｏＴ―Ｒを全顧
客の ％以上に設置して
ゴールド保安認定事業者
の認定を取ることで、事
業所の統合化もできる。
１万件に供給していて５
カ所の事業所があったと

節減額４億７４００万 年間で６千万円程度の経

れば年間６００万円、

ＩｏＴ―Ｒの投資効果 ーが供給先全戸にＩｏＴ 間で算出すると、総投資 ス ト メ リ ッ ト が 見 込 め 数は７・３年からさらに して、１事務所を統合す
倍、償却年数は

を大枠で把握するには表 ―Ｒを設置し、電子請求 額は３億４４００万円で る。おおよその投資効果 短縮できる。
「ＩｏＴ―Ｒ投資効果」 ・ 決 済 が 可 能 な ア プ リ あるのに対し、総節減額 は１・

円、ランニングコスト月 ３００件（３％）あって 現実の検針、請求、回収

１万１千円、工事費５千 による開閉栓は滞納者が メリットの試算値だが、

料金メニュー」によるガ 効果が期待できる。

Ｒ型」を活用した「新・ ながり、数値以上の導入 る。導入を進めるなかで

るマイコンメーター「Ｐ 人的資源の有効活用につ 顧客の利便性も高められ

また、用途別に分計でき の解消や、経費の削減と 子請求に移行させられ、

年 り、１億３千万円ものコ 額はＩｏＴ―Ｒのハード 件１００円かかり、滞納

間 １ ０ ０ 円 が 主 な も の 閉開栓の出動業務費で１ にかかる費用を詳細に調

以上がおおよその経営

％導 は４億７４００万円に上 ７・３年となる。総投資 円の内訳は、検針費が１ 費削減が可能となる。

で、この３項目の合計は 件当たり５千円かかると べてみると、ＩｏＴ―Ｒ

ス器具拡販の成功事例も

求・回収の費用を大幅に したプリペイド・システ

ること。過大な検針・請 また、ＩｏＴ―Ｒを活用

コミュニケーションが可 っている。いち早くＩｏ Ｔ―Ｒと組み合わせるこ

度の濃い顧客との新たな 非接触検針の価値は高ま

１００％設置した方が経 で生まれた社員の余力を

が、これを解消するのに 境下で非接触検針が活躍 えばガス暖房の単価だけ

すると大変な負担がある 供給先に訪問しにくい環 針が可能となるため、例

社員の定型業務を分析 事（本社・東京）では、 力を発揮する。用途別検

Ｔ―Ｒを導入した日通商 とで、ガス機器の拡販に

能となる。

営メリットは大きい。２ 顧 客 創 出 や ガ ス 暖 房 拡

ＩｏＴ―Ｒは極めて有効 したという。

ＩｏＴ―Ｒと一連のソ るなどして機器の拡販を

ＩｏＴ―Ｒを１００％

拡大で、家庭内に入る業 フトを運用することで、 図れる。

務 の 難 し さ も 増 し て い 商売の入り口の検針から

る。ＩｏＴ―Ｒを取り入 出口の電子請求や電子決 設置することで、全戸で

れ、顧客に必要なことを 済まで、すべてデジタル 同日・同時刻に検針がで

伝えつつ、社員の余力を 化できる。配送の合理化 き、料金算定の基準日を

てどれだけガス需要が増

保安高度化の面は、Ｉ

～

年

％以上

分ル

㌔㍍に広が

高齢者元気情報の取

野県の一部で運用してい

ガスるっくはユーザー る。電力メーターは待機

ＩｏＴ―ＲとＩｏＴ― 念することもできる。

中量以上の消費世帯に専 ビスも提供する。既に長

中させ、繁忙期の冬場は 得、いわゆる見守りサー

世帯への配送を夏季に集

つかも分かる。少量消費 する。

各供給先のガスが何日も 労働環境の改善にも寄与

ガス残量が見える化され 制に改めることなどで、

となる。また、容器内の 拠点での夜間体制を輪番

承や仕事の標準化が可能 る。商圏拡大に伴い複数

するため、ノウハウの継 半 径

配送員の仕事をトレース ールが緩和され、商圏が

高まる。加えてベテラン の条件を満たせば

動に対応し、予測精度が の導入で認定販売事業者

する。季節変動や需要変 運用しやすい。

して最適なルートを構築 間メンテナンスフリーで

で配送ルートを自動検索 して活躍が見込め、

針情報を活用し、地図上 安心感を伝えるツールと

毎日・毎時・用途別の検 ｏＴ―Ｒは顧客にガスの

送Ｎａｖｉアプリ」は、

テンツの一つである「配 握できる。

Ｓｍａｒｔ７Ｒのコン 加したか詳細な数字も把

をもたらす。

可能で、大きな経営効果 販売後に、昨年と比較し

したデータの活用なども レが防げる。加えて機器

どう活用していくかが今 や高齢者の見守り、取得 統一して売り上げの期ズ

％ 注ぐことができる。遠隔 後のカギを握る。

は、検針や集金のための 検針をつけると顧客接点

が減ると危惧するかもし

ＩｏＴ―Ｒとガスるっ れないが、検針業務中に

仕事と分析できる。

くの運用が可能なＩｏＴ 確保できる顧客接点の時

―Ｓｍａｒｔ７Ｒをセッ 間は限られる。ＩｏＴ―

・２％、代金回収に６ ％あり、その４分の１は トで導入すれば、これら Ｒを導入すれば営業機会

値下げして料金を設定す

な道具になる。感染症の
本例は実測に基づいた

点目はＩｏＴ―Ｒとセッ 販、電化の切り替えに注

く短期間でＩｏＴ―Ｒを 効だ。３点目は負担軽減

削減できるため、なるべ ムの導入も完全回収に有

ＰＲ型メーターはＩｏ

多くある。従来以上に密 ナウイルスの感染拡大で に経営効果が増す。

また、今般の新型コロ を取る形にすれば、さら

紙の請求書の発行に費用

２億８千万円と試算され 仮定する。ＩｏＴ―Ｒを の経営効果はこの数値よ
る。現実的には、償却年 導入することで、検針費 りはるかに大きい。

「短期に全戸」で最大に

まり業務時間の約

トで電子請求・電子決済 ぐことだ。
が可能なガスるっくに完

このメリットを十分に トがある。１点目はＩｏ 全移行させ、紙での請求 一例で、当然各社によっ

料金完全回収へ

プリペイドや
「ガスるっく」

イニシアルコスト、ラ たり１万円）を含み、別

ンニングコスト、検針か 途の費用は発生しない。 生かすには三つのポイン Ｔ―Ｒを１００％設置す を有償化していくこと。 て本試算値は変化する。
ら集金、回収までの費用 このため節減額は１件当

ここから投資額を差し

を含め、ＩｏＴ―Ｒ導入 たり３９１円になる。
前後での収支を算定す

定型業務から社員解放

提案営業時間を拡大

る。検針から集金、回収 引く。このケースでは、
までの費用は、ＩｏＴ― １件当たりハード代を１
Ｒ導入前がひと月で１件 万１千円、工事費を５千
６３５円なのに対し、導 円としている。この投資
入後は２４４円で済む。 費用を月換算すると１３
これにはランニングコス ３円となり、節減額３９
ある企業における家庭 案や営業活動が占める割

円）や集中監視コンテン 引くと、現状より１件当 用営業担当者の業務時間 合 は ９・ ６ ％ に 過 ぎ な ・７％を費やしている。 営業活動だが、４分の３ の業務から解放される。 や接点機会を充実させる

売や新規獲得といった提 金業務などの定型業務に ことによる移動も ・２ ための移動に当たる。つ 販売、電化の切り替えに ビスなども活用できる。

10

つＬＰガス事業者が、検針から回収までの業務に

制に、同社のＬＰＷＡ対応の送信機「ＩｏＴ―Ｒ」は大

顧客・需要創出へ

70

ツ「ＩｏＴ―Ｓｍａｒｔ たり毎月２５８円のコス を調べてみると、機器販 い。検針や同時集金、集 顧客のエリア密度が低い の ・３％は定型業務の 社員の力を顧客の開拓や ことができ、見守りサー

年

50

30

かかる費用はひと月当た

り合計１４０円で、

間で１億６８００万円に

件数にすると外注が８千 ットカードが ％、検針 円と膨大になる。ひと月 想定して、効果を計算す 計４３２万円。総額１億

これらにＩｏＴ―Ｓｍ

で請求し、必要経費は実 ａｒｔ７Ｒの利用料１２ Ｓｍａｒｔ７Ｒのセット

千件となる。外注の場合 途社員が集金に行くのが 業務で１件４５４円かか じまないユーザーには紙

分計データを有効活用

この前提で１件当たり １ 億 ２ ４ ６ ２ 万 円 に な ットを紹介する。ＩｏＴ で、料金明細やガス使用 ービスに活用するのに一

以上、検針から請求、 費請求すると仮定する。 ０万円を加えると、総額 導入による定性的なメリ 向けのウェブ請求アプリ 電力があるため見守りサ

は１件当たり検針費に１ ４％、コンビニ決済が１ っている。
険、ガソリン代などの経 く積算していくと、 年 回収までの業務にかかる

０ ０ 円、 車 の 償 却 や 保 ％。これらすべてを細か

最適配送 機器拡販も

10

マンパワー引き出す

70

65

７Ｒ」の費用（ひと月当 トメリットが出る。

検針・請求・回収費を極小化

年間で１億１５

なる。回収費用は、通常

５０万円。不履行回収の

続いてこの会社にＩｏ 費用は、連絡に１２０万

が回収業務だ。このケー ストなどを加えた回収費 ができるガスるっくを１ ショートメッセージとコ

費用がさらにかさむの る。さらに閉栓業務のコ Ｔ―Ｒと電子請求・決済 円、督促に２４０万円、

促には１２３０万円かか

10
すると１件３００円。こ

６１５８万円で、１件当 は、遠隔検針と集中監視 億６８００万円を加える を自動化し、分計機能の 送付、保安点検の日程調 つけるのには必ず人の意

さらに一度で回収でき たりひと月平均６３５円 の費用を含むランニング と検針、請求、回収の総 あるＰＲ型メーターと組 整などを、端末を通じて 思が働く。ＬＰガス業界

能になる。加えて難検針 ことで、紙の請求書を電 して提供できる。

請求のガスるっくの利用 円、１件当たりひと月２ 毎時・用途別の検針も可 ト」とセットで利用する ない付加価値サービスと

れらを合算すると 年間 ない顧客が本例では３・ かかっている。うち社員 コストが１００円、電子 費 用 は ２ 億 ９ ２ ６ ２ 万 み合わせることで毎日・ 行 え る。「 ｅ ガ ス チ ケ ッ に広まれば、他の業界に

円。検針・請求に ４４円となる。
40

で総額２億１７００万円 ７％存在する。不履行の の稼働にかかる経費は

になる。検針・請求業務 連絡は電話や郵送が伴う ・１％、外注が ・９％ 料が
34

65

10

が参考となる。家庭用顧 「ガスるっく」を
客を１万件持つディーラ 入したと想定する。

38

導入効果

ト（ひと月当たり１００ １円から１３３円を差し

55

ＩｏＴ―Ｒによる検針 で１件当たり、ひと月平 ため、 年間で７８３万 となり、社員への負担の 回収が
10

費に 円かかる。社員の 間の通常回収費用は２億 費用をすべて足すと７億 のひと月にかかるコスト る。検針、請求の費用１ ―Ｒを導入すれば、検針 量の表示、通知や案内の 工夫いるが、ガスで火を

10

60

15

から請求、回収までの費 均１８１円のコストがか 円のコストがかかり、督 大きさがうかがえる。

10

21

件、社員による検針が２ 時の同時集金が６％、別 に換算すると督促・回収 る。電子請求・決済にな ２３４２万円かかる。

89

40

33

用をＩｏＴ―Ｒ導入前後 かっている。
で計算する。本例の場合
は検針の ％を外注、

20

％を社員が担っている。 スでは口座振替やクレジ は、総額５億４４５０万 ００％導入したケースを ンビニ決済の手数料に合

80

80
10

10
検針費は人件費から換算 ３５００万円かかる。

20

コストと
労力削減

（８）
２０２１年（令和３年）２月８日（月曜日）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
（第３種郵便物認可）

「ＩｏＴ－Ｒ」
が生み出すメリット

