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会社概要

7,618億円

2021年度売上実績 3月末決算

3132

世界の半導体・電子部品商社

第5位 2018 Top 25 
Global 
Electronics 
Distributors

24ヶ国・地域、84拠点

にグローバル展開

エンジニア人数約

1000人

従業員数約

3,910人

Business Domain

半導体・電子部品

ネットワーク & サイバーセキュリティ

AI & IoT
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New Business Development
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Industrial DX Circular Economy Business

CrowdANALYTIX
Healthcare

Service Robot

Mobility
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事業領域図
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②電力地産地消
本エリア内に大型蓄電池（定置・移動
型）を導入。電力の平準化を図り、エリア
内の電力自家消費を促進する。
発電は曲がる電源ペロブスカイト実証を取
り込み都市での再エネ発電の先鞭をつける

◎災害時の避難所（地域交流センター）ライフライン対策
災害時の避難所となる学校での非常時電源の確保

③地域の見える化
・道路/学校／公共施設、建屋毎のインフ
ラ設備の稼働及び状態をモニタリング→需
要予測や設備点検、域内
情報受発信を実現

①廃棄物の域内処理
地域ででる医療用・食品廃棄物を域内で
処理炭化し、廃棄コストを大幅削減。

サーキュラーエコノミーゾーンの実現で
グリーンな地域内産業連携エリアを推進

◎域内商業施設や企業、大学、公共施設、団地、個人をグリーンな経済循環で繋ぐエリアの構築
地域大学、団地、商業施設、病院、公共施設が連携し域内のサーキュラーエコノミーをを促進する。域内廃棄物の域内炭化を促進し廃棄コスト削減と炭素排出削減を実施。
地域施設においては太陽光を利用したシリコン発電とベロブスカイト太陽電池実証事業を組み合わせて再エネ発電を行い電力の地産地消を促進する。地域エネルギーを非常
時は防災・避難施設電力として利用し平常時は地域コミュニティモビリティ電源として活用する。地域の見える化を水・電気・ガス・道路・各種施設を連動して実現し域内
省エネプログラムと域内商業情報発信媒体として提供する。



地域サーキュラーエコノミー連動モビリティ
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サーキュラーエコノミーを実現する地域開発



医療/介護現場での取り組み
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■循環型経済の視点での活動目的

①医療/介護現場へのDx(Digital Transformation)による質の向上
・デジタル技術による見える化による業務効率化
・デジタル技術による見える化による住環境の改善

②最先端技術導入による施設利用者の安全性、快適性の確保
・衛生管理
・環境管理

③施設運営における支出削減
・エネルギーの見える化と分析、制御による省エネでの支出削減
・省エネ機器導入による支出削減
・ゴミマネジメントによる支出削減
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ゾーンの見えるかツール
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取り込み可能なデータ例

• 瞬時電力(kW)
• 積算電力量（kWh)
• 電圧・電流・周波数・力率
• ガス使用量
• 水道使用量
• 各装置、フロア、拠点毎の上
記の使用量

• その他

• 温度
• 湿度
• CO2濃度
• 照度
• その他

• 各設備稼働状況
• 人感センサー
• エアコン稼働状況
• エレベーター稼働状況
• 入退室管理
• その他

• 電力料金
• 電力プラン
• 生産数（製造業）
• 来客数・予約数（サービス
業）

• その他

• 太陽光発電量（実績と発電
予測データの作成）

• 蓄電池の状態（SoC、入出
力電力）

• CO2排出量

Kisenseでは取得したセンサーや
業務データから独自のデータ指
標を作ることもできます。
＜例＞
• 単位面積あたりの電力量
• 予約数と電力量の相関係数
• エアコン設定温度と実際の室
温・湿度のずれ

※技術的にはどのようなデータも取り込むことができます。取り込みたいデータについてはご相談ください。

エネルギー系

環境系

ビル管理系

業務系

再生可能エネルギー系

独自指標
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ダッシュボード(トップ画面設定)
電力消費、アラート情報、その他の独自指標を簡単に確認する
ことができます

データエクスプローラー(データ検索)
過去あるいはリアルタイムのデータを簡単に検索し、比較すること
ができます。

アラート、通知機能
予防保全などで、予め閾値などを設定し異常を早期検知できま
す。

制御
リアルタイムのON/OFF制御あるいはピークカットを行うためのプロ
グラムの設定などを行うことができます。

解析
電力消費のプロファイルをヒートマップあるいはトレンド分析機能を
使用して解析します。

モバイル対応

レポート(日報、月報など)
電力使用量などについてのレポートを柔軟に作成すること
ができます。

ベースライン
過去データとの比較によりCO2削減量などが簡単に確認
できます。

エネルギー使用料の表示
電気、水、ガスなどの使用料金をシステムに取り込み確認
することができます。

再生可能エネルギー管理
ROIの分析や異常値検出などをモニタリング

最適化
コスト削減を行うための最適化アルゴリズム

主な機能

リアルタイムのアセット管理とエネルギー利用の効率化

✓ 再生可能エネルギー
✓ バッテリー管理

(*) 空調, ボイラー/冷却器, データセンター, 照明設備, 
製造ライン等（ガスや水道システムも管理可能です）

✓ EV充電システム
✓ その他の機器*

Product spotlight



13

導入実績（お客様導入に向けて開発中）

①電気使用量の見える化
電気使用量を見える化する事で
自動温度調整を行い省エネ

②匂いの見える化
糞尿の匂いを検知して管理室に通知

お客様要望
電力や水道、ガスの見える化だけでなく
環境データも取得できるので、匂いの問
題も解決したい。
今は時間ごとのおむつ点検を実施してい
るがお漏らししたままではお客さんが気持
ち悪く匂いもひどい。家族の方も気にする
のでできるだけタイムリーにやりたいが、見
える化ができないと人不足で無理。
見える化ができれば皆に喜ばれる対応が
できる。
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導入実績（導入済み）

①電気使用量の見える化
電気使用量を見える化する事で
自動温度調整を行い省エネ

②CO2の見える化
Co2濃度が1000ppmを超えると人体へ
の悪影響が出る為CO2濃度を検知して
自動的に換気扇を回す事で環境改善を
行う。

お客様要望
電力や水道、ガスの見える化だけでなく
環境データも取得できるので、CO2濃度
の問題も解決したい。
今は時間ごとに換気を実施。CO2濃度
が高くなった時に自動的に換気をするシス
テムがあればDxが進み環境が良くなる。
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廃棄物を地域で処理



資源リサイクル

従来

今後

飼料・堆肥

リサイクル

乾燥減容

1: サーマルリサイクル

2: ケミカルリサイクル

処理工場

処理工場

農業
販売

コスト削減

食品廃棄物
廃プラスチック
感染性廃棄物

食品廃棄物
感染性廃棄物

廃プラ 熱
電気

3: コスト削減＋リサイクル

4: コスト削減

コスト削減



資源リサイクル

➢感染性廃棄物 (紙おむつ、血液の付着したガーゼ、など) の処理費用

は非常に高い。80円/kg ～ 180円/kg

➢専用のペール缶、段ボールなどが必要であり、容器費用がかかる

(バイオハザードマークの付いたもので非常に高価)

➢感染性廃棄物が多量に出る病院 (病床数が多い) では、処理費用が

経営の課題

お客様の病院内で滅菌処理することで減容でき、更に一般産業廃棄物と

して廃棄可能 (処理単価が安くなる)



資源リサイクル
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