
ゼロスペック株式会社
ゼロスペック株式会社は、IoTやデータを駆使してイノベーション創出を目指すスタートアップ企

業だ。現在、灯油の効率的な配送を実現する「スマートオイルセンサー」の開発・運用に向けて

取り組みを進めている。各地で行った実証実験では着実な成果をあげ、灯油配送事業者や家庭

など地域の期待も高まっている。今回は、代表取締役社長の多田満朗さんに開発の経緯やシス

テムの概要、今後の展開などについてお話を伺った。

事業の背景と目的

LPWAを活用した「スマートオイル センサー」で
灯油配送の効率化を図る

　寒冷地では暖房や給湯に灯油を使うことが多く、灯油

は冬に不可欠なライフラインといえる。灯油を配送するの

はガソリンスタンドなどの供給会社で、大雪の中でも定期

的に各戸を回って減った分をタンクに注ぎ足し、灯油を切

らさないように尽力している。しかし、過疎地や市街地で

はガソリンスタンドが減り、従業員の高齢化も相まって人

手不足が深刻化している。灯油の確保が死活問題となる

“灯油難民”が生まれかねない状況だ。

　ゼロスペックの代表取締役社長・多田満朗さんは、自

身が北海道出身であることから、この課題を身近なこと

として捉えてきた。同社では、テクノロジーを活用してさま

ざまなデータを採取・可視化することで、暮らしを支える

IoTを実現すべく事業を展開しており、その一環としてこ

の問題に取り組むことを決めた。

　「一番のネックは、タンクに残っている灯油の量を配送

側が把握できないことでした」と多田さんは語る。また、

灯油を切らさないことが配送会社の最大の使命となって

おり、収益は二の次になっていることも少なくない。「残

量を可視化できれば、少ない配送回数でも灯油を切らす

心配はなく、配送負荷の軽減、ひいては収益向上にもつ

ながると考えたのです」と多田さんは説明する。

　実際、アメリカでは街のごみ箱にセンサーを取り付けて、

一定量になったところで清掃業者が回収する仕組みがあ

る。ごみ箱を灯油タンクに置き換えて、残量を遠隔で監視

し、減ったら補充に行く形に変えれば配送回数を最適化

できる。モノと情報を融合するIoTの発想で、必要なとき

に必要な分を配達する環境を構築し、灯油難民の発生

を防止しようと考えたのである。

　2017年初頭、同社は灯油タンクのふたと一体型の「ス

マートオイルセンサー」の試作にこぎつけた。スマートオイ

ルセンサーは、灯油タンクの液面までの距離をセンサーで

計測して残量に変換し、そのデータを無線でサーバーへ

送信するというものだ。利便性を重視した設計のため、取

り付け工事などは不要で、タンクのふたをスマートオイル

センサーに取り換えるだけで使用できる。

　同社は、同年1月から2月にかけて札幌市の住宅10軒で

テストを行い、2月から3月にはさらに対象を拡大してテス

トを続けた。当初センサーは直径10cm、長さ30cmほど

だったが、改良を重ねて、従来の灯油タンクのふたとほぼ

同じ握りこぶし大のサイズまで小型化した。

　通信についても比較検討と試行錯誤を重ねた。最初期

の通信方式はスマートフォンや携帯電話などで使われる

LTEだったが、このシステムにはハイスペックすぎるため、

テスト開始から1ヵ月ほどでLPWA（低消費電力広域通信）

の一つの方式であるSigfoxに切り替えた。LPWAには他に

LoRaやNB-IoTなどの方式があるが、LoRaは基地局を事

業者自ら設置しなければならず、導入のハードルが高かっ

た。また、NB-IoTは2017年当時は実用化の段階になかった

という事情もあり、Sigfoxに白羽の矢が立った。「センサー

からサーバーへ送るデータは12バイトほどのテキストデー

タのみなので、LPWAの方がスペック的にマッチしますし、

コストも抑えられます。通信も広域をカバーできて、消費電

力が小さいのも利点でした」と多田さんは振り返る。

　灯油残量は1日4回計測し、そのデータをまとめて1日1

回サーバーへ送信する。ただし、残量が100ℓを切った場

合は緊急のアラートを発信する。灯油を切らさず、なおか

つ通信コストや電力消費、サーバーの付加軽減を図る最

適なポイントを探っていった。また、サーバーはさくらイン

ターネットが提供するIoTプラットフォームサービス

「sakura.io」やアマゾンの「AWS」といったクラウドサー

バーを利用し、安全性や性能だけでなく、コストパフォー

マンスも追求した。

　2017年7月には、この事業が「平成29年度 石油製品流

積雪の中、各戸を回って灯油を補給する供給会社
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通網再構築実証事業」（経済産業省・資源エネルギー庁、

全国石油商業組合連合会の補助事業）に採択された。補

助金を活用して、同年11月から1年にわたり札幌市・夕張

市でのさらなる実証実験を実施。さらに、同年12月から

2018年5月まで、新篠津村、旭川市、登別市でも実証実験

を行った。エリアによって通信事業者は異なるが、いずれ

もLPWAを活用している。

　灯油配送を効率化する取り組みには、地域も大きな期

待を寄せる。例えば新篠津村の実証実験は、石狩振興

局、JA新しのつ、篠津村役場、ゼロスペック、京セラコミュ

ニケーションシステム、さくらインターネットの6者によるタ

イアップ事業となった。

　新篠津村の実証実験では、村の約半数となる83戸にセ

ンサーを設置し、通信成功率は99.7％に上った。試算する

と、給油回数は約20％、配送日数は約36％、それぞれ削

減できると見込まれている。

　他の地域の実証実験を含めても通信成功率は96％を達

成しており、遠隔での灯油残量の可視化、配達回数の最適

化といった狙い通りの成果が得られると期待されている。

　日本全国の灯油タンクは膨大な数に上り、現状で年間

約8,400万回の配送が行われていると見られる。スマート

オイルセンサーを活用すると、これを約4割削減できる見

込みだ。配送回数を最適化できれば人手不足にあえぐ現

場の負荷軽減、配送会社の収益改善が図られるととも

に、労働時間の削減や働き方改革にも寄与できる。もちろ

ん、灯油の安定確保ということで、家庭の安全・安心にも

つながる。

　同社ではさらに、配送先のリストアップや配送ルートの

作成も自動化するシステムを開発中だ。実現すれば、経験

の浅い人も配送ができるようになる。「10回配送に行くの

が価値ではなく、3回の配送でも灯油を切らさないことが

本来の価値なのです。そこに立ち返るためのサポートをこ

のシステムで行っていきたいと考えています」と多田さんは

力を込める。また、灯油の減り具合を日々チェックできる

システムは、独居高齢者の見守りサポートにも役立つ。

データに動きがなければ関係先へ通知して訪問してもら

うといった対策も打てる。変化にいち早く気づくきっかけ

としても期待が持てそうだ。

　実証実験では通信環境やセンサーの精度に課題が見

つかった。灯油タンクが住宅と住宅の間など電波の届きに

くい場所にあったり、計測の誤差が生じたりといった不

具合があり、一つひとつの課題について原因を突き止め

改善を図っていったという。

　同社では、そうした技術的課題のみならず、関係各所と

の連携にも注力した。新篠津村のケースでは自治体、団

体、企業が垣根を超えて連携しており、札幌・夕張の実証

実験では民間会社25社と協働した。

「地域で新しいことを始めるには、自治体や他組織との協

力が欠かせません。例えば村全体で必要な灯油量が分か

れば、村で一括して安く仕入れるなどのエネルギー政策

が実現しますし、一体的なデータ活用でコンパクトシティ

に生まれ変わることも可能です。部分最適でなく全体最

適を目指すことが、こうした地域事業推進のカギを握ると

思います」と多田さんは語る。
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■スマートオイルセンサーの仕組み
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　2018年10月までに約600台のデバイスが稼働し、北海

道だけでなく東北エリアでも実証実験が行われている。

現在はセンサーを量産しており、2018年から2019年には1

万台弱のデバイスを使って、新潟、千葉、金沢で実証実験

を行う予定だ。千葉は農業用ビニールハウスの灯油の補

充が目的だ。多田さんは「最初にヒントを得たように、ごみ

箱にも横展開できるかもしれない」とアイデアを膨らませ

ており、海外展開も視野に入れている。

　計画では2019年10月ごろから本格的な量産に入る。想

定する顧客は灯油の配送会社だ。 「スマートオイルセン

サーが日本でIoTの広がる一つのきっかけになればうれ

しいですね。ユーザーのマインド、ひいてはサービスの概

念を変えることを目指したいと考えています」と、多田さ

んはさらに大きなビジョンを描いている。

多田満朗さん。手にしているのはスマートオイルセンサー
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■新篠津村の実証実験の概要

石狩振興局

◆タイアップ事業企画

◆関係機関・
　団体などとの調整

◆センサー設置
　計画の策定

JA新しのつ

◆配送関係データの
　提供

◆センサー設置
　家庭との調整、
　取り付け

新篠津村役場

6者によるタイアップ事業協定

  ゼロスペック（株）

◆基地局設置の協力

◆センサー設置
　計画策定に必要な
　資料提供

◆センサー開発
　および無償貸出

◆全体システム
　状況管理

◆実験データの検証

京セラコミュニケーション
システム（株）

◆通信サービス
　Sigfox（LPWA方式）
　の提供

◆基地局の設置

◆通信状況管理

さくら
インターネット（株）

◆通信サービス
　sakura.io
 （LTE方式）の提供

◆通信状況管理

各家庭 基地局

JA

SOS

灯 油

センサーでタンクの
灯油残量を1台1台
毎日測定・可視化

導入されれば…
★必要なタンクに必要な
　タイミングで配送
★配送業務の効率化

灯油漏れ・盗難防止、
高齢世帯の見守りと
いった効果もあり

◆実証実験は、
　12月～5月まで実施

◆83戸、延べ97センサーを設置

◆本実証実験では
〇センサーの計測精度を確認する。
〇配送は今まで通り行い、
　配送実績と得られたデータを
　比較し、効率化されるか
　どうかを試算する。

通信サービスは
低コストなものを使用
（Sigfox、sakura.io）

新篠津村（一部区域）

ゼロスペック株式会社

問い合わせ info@zero-spec.com


