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１.訪問調査の概要（1/2）

� 訪問趣旨

� 日本における次世代送配電システムの構築に向けた諸課題を検討するに当たり、米
国・欧州の電力系統における以下の事項に関する検討状況の調査を行う

� 需要家機器制御等に関する双方向通信

� 再生可能エネルギーの優先規定

� 調査団メンバー

� 団長：横山 明彦 次世代送配電システム制度検討会WG1座長

� 調査団メンバーは以下のとおり（敬称略 五十音順）

氏名 所属・部署・役職
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横山 明彦（団長） 東京大学大学院新領域創造創成科学研究科先端エネルギー工学専攻教授

吉川 徹志（副団長）経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力需給・流通政策企画室長

阿部 公哉 電力系統利用協議会 事務局企画部 課長

大場 英二 財団法人電力中央研究所システム技術研究所通信システム領域上席研究員

岡本 浩 東京電力 技術部 スマートグリッド戦略ＧＭ

柴田 保 電気事業連合会 電力技術部 副部長

住吉 浩次 ＫＤＤＩソリューション推進本部ソリューション８部部長

田室 宣行 電力系統利用協議会 事務局企画部

津村 一也 電気事業連合会 電力技術部 副部長

祓川 清 ユーラスエナジージャパン代表取締役社長

岩崎 裕典（事務局）三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部 エネルギーシステム研究グループ主任研究員

入江 寛（事務局） 三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部 エネルギーシステム研究グループ研究員



１．訪問調査の概要（2/2）

� 日程

� 訪問日程：2010年9月13（月）～ 2010年9月24日（金）
� 訪問先

� 訪問先は以下のとおり

� 各国とも、規制当局、電気事業者を中心に訪問

米国

カリフォルニア州
CEC（カリフォルニア州エネルギー委員会）
CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会）
CAISO（カリフォルニア独立系統運用者）
PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）

英国
DECC（英国エネルギー・気候変動省）
National Grid（英国のTSO）
EDF Energy（英国のDSO）

ドイツ
BMU（連邦環境省）
BNetzA（連邦ネットワーク庁）
Clearingstelle EEG（EEGに関する紛争処理機関）
RWE（ドイツのTSO）
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アメリカ全体
FERC（連邦エネルギー規制委員会）
EEI（エジソン電気協会）
NASUCA（全米消費者委員会）

EU全体
European Commission（欧州委員会）
ENTSO-E（欧州TSO団体）
Eurelectric（欧州DSO団体）

欧州
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ニューヨーク州
NYISO（ニューヨーク独立系統運用者）
Con Edison（ニューヨーク州の電気事業者）

PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）

フランス
CRE（フランスエネルギー規制委員会）
RTE（フランスのTSO）
eRDF（フランスのDSO）

スペイン
REE（スペインのTSO）

TSO：Transmission System Operator（送電系統運用者）
DSO：Distribution System Operator（配電系統運用者）
EEG：ドイツ再生可能エネルギー法



２．双方向通信の導入状況（1/3）

• 各国とも自動検針や遠隔開閉といった機能を有するスマートメーターを実現可能とする双方向通
信の導入の取組は進んでいる一方で、需要家機器制御、系統安定化を目的としたより高度な双
方向通信の導入は、まだ実証実験や構想の段階。実証実験を行っている国や州でも、今後、その
結果を踏まえた上で検討を行うこととしている。

• 導入されている双方向通信は、欧州は低速ＰＬＣ、米国は無線メッシュ方式が主流であり、通信の
リアルタイム性は確保されていない。

• 米国内でも東海岸地域と西海岸地域でスマートメーター、スマートグリッドに対する考え方には差
異がある。西海岸ではまずスマートメーターを導入し、スマートメーターを家庭需要機器制御の入
口としたいとしているが、東海岸ではスマートメーターの導入そのものに慎重。

【欧米の状況（ヒアリング概要）】
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米 国

○スマートメーターの設置数の拡大が最大の懸案（電気・ガス
あわせて1000万台超のメーターのうち現在600万台導入）。
○メーター・家庭内ネットワークを介した需要家機器制御につ
いては現在20需要家を対象とした技術的な実証実験を実施。
○2012年から1万需要家に拡大して、価格情報提供による需
要家側での需要制御の実証を実施。
○実証期間は2013年まで実施予定。

PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）

出典：PG&E

PG&Eの双方向通信の将来像のイメージ

○現在、電力会社と協力して民間大口需要家1社とのリアルタ
イム（4秒遅れ）での需要家機器制御のパイロットを実施。
○電力使用情報を収集しエネルギーマネージメントシステムを
介して空調、給湯器等の制御の実証を実施。

CAISO（カリフォルニア独立系統運用者）



○将来的にはスマートメーターを入り口として家庭内機器の需要機器制御を行うことを想定。
○現在はスマートメーターと需要家機器との間の通信プロトコルに係る標準が確立していないためスマートメー
ターが直接家庭内ネットワークと通信することは行われてない。（標準が決まるのは2011年末頃か）

○機能拡張が必要になった場合、スマートメーターのソフトウェアの更新は通信で可能。
○一方、電力会社とスマートメーター間の通信方式の選択については将来の活用を想定して行うべきだが、現在
の無線メッシュ方式は１日数回程度しか通信していない。需要家への情報提供は１日遅れでも有用と考えるが、
よりリアルタイムに近い情報があれば更に有用。

○連邦の目標では2011年までにNear Real Timeベース（５分遅れ程度を想定）でメーター情報が提供出来るよう
にすることとなっている。現在、標準等の詳細が決まっていないものの、現在のメーターの通信方式では対応出
来ないため解決策が必要になってくる。

CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会）

２．双方向通信の導入状況（2/3）

ConEdison（ニューヨーク州の電気事業者） Con Edisonの双方向通信実証試験の概要（イメージ）
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出典：Con Edison

○1500需要家を対象としたスマートメーターの実証を実
施中。このうち300需要家を対象にインターネット経由
※注で価格情報提供による家庭内ネットワークによる
省エネ実験を実施中。今後3年間実施し、今後の展
開を決定。

○スマートメーターはメリットが出せるかはまだ結論が
出ていない。

○西海岸が熱心なのは、規制当局が熱心であることや
1世帯あたりの電力消費量が東海岸に比べて大きい
ので需要家機器制御による省エネ効果が期待されて
いるのではないか。
※注：スマートメーターには電力向と需要家向の2つの通信機能が考えら
れているが、スマートメーターが直接家庭内ネットワークと通信すること
がセキュリティの問題があるので、インターネット経由としている。

ConEdison（ニュ ヨ ク州の電気事業者） Con Edisonの双方向通信実証試験の概要（イメージ）



２．双方向通信の導入状況（3/3）

○スマートメーターの導入を推進。技術的な仕様を12月までに終了。
○需要家機器の制御については現在検討中。
○一方で、双方向通信を系統運用に利用するという計画は現時点で有しておらず、検討課題。（エネルギー・気候
変動省）

英国

欧 州

○今後スマートメーターの導入を推進する予定。配電系のスマートグリッドをスマートメーターのインフラを核に進
めたいとのアイデアはある。（CRE）

○現在、3500万台を導入する「Linky Program」を実施中。（eRDF）

フランス

5

出典：E-Energy

ドイツ E-Dema（E-energyの一プロジェクト）のイメージ

○連邦経済省、連邦環境省では、E-Energy（スマートグリッドプロジェクト）のモデル地域として6地域を選定し
様々な実証実験を実施。

ドイツ

出典：eRDF

フランスLinkyプログラムのイメージ

（情報通信ゲートウェイ）

（新技術：マーケットプレイス）

（新技術：情報通信ゲートウェイ）

（データの取得（スマートメータ））

需要家アプリケーション
負荷マネジメント
と家電制御

分散制御

高付加価値のサービス

技術とビジネス情報の双方向のデータ交換

出典：E-Energy



３．双方向通信による需要家機器制御の目的(1/2)

• 現在、実証が行われているプログラム（米国）は、ピーク負荷抑制のための需要機器制御が主たる
目的。

• 家庭用機器を含む需要家機器制御についてはすでに一般向けに実施されているものもあるが、シ
グナルを一方的に送る方式で、双方向通信を使った取り組みは実証段階。

• 再生可能エネルギーの導入拡大による系統安定化対策は近い将来必要となるとの認識はあるが
、その対策として双方向通信を活用して需要家機器の制御を行うと位置づけて取り組んでいる動き
はまだ多くみられない。

【欧米の状況（ヒアリング概要）】

米 国 米国 PG&E SmartACのイメージ

PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）
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○発電所の新設を避けるために、デマンドレスポンスプログラムを
1979年以来実施。当初はエマージェンシーデマンドレスポンスとし
て需要を抑制するものであったが、2001年からは、価格シグナル
を顧客に送信し抑制するかを判断してもらうプログラムを実施。こ
れらは大口産業需要家を対象として実施。

○個別世帯向けのデマンドレスポンスプログラムとしては、希望家庭
に対し需給逼迫時に無線シグナル（単方向）を送りエアコン等の直
接制御を行うプログラムを2006年から実施。

PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）

○現在の需要機器制御は電力会社の省エネプログラムの枠の中で
行われている。

Con Edison（ニューヨーク州の電気事業者）

出典：PG&E



３．双方向通信による需要家機器制御の目的(2/2)

米 国（ＰＶ制御について）

○電力会社はPVの逆潮流を受け入れる責任があるが、まだ導入規模が小さいため問題は起こっていない。

○再生可能エネルギー導入対策として、電力会社の保有する蓄電池をリアルタイム双方向通信により、給電
制御するための実証実験を実施。現在合計４MWのNAS電池をテストベッドとしている。

CAISO（カリフォルニア独立系統運用者）

NYISO（ニューヨーク独立系統運用者）

CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会）
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欧 州

○今後、大量に導入される風力・太陽光に起因する需給アンバランス等の系統諸問題への対応が必要との認
識はあるが、具体的な対応はこれから。家庭用PVの制御は相当困難ではないか。日本の方が進んでいる。

○太陽光発電の導入による系統への影響も検討課題だが、電気自動車導入による充電需要の拡大の送配電
系統に影響があると考えており、影響を懸念している。（PG＆Eも同意見）

CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会）

ドイツ

○将来的はヒートポンプのデマンドレスポンスを検討中。

英国



４．双方向通信の検討課題(1/4)

• スマートメーター導入を巡って発生したPG&Eの価格問題※による事業者への不信もあり、消費者
はスマートグリッド自体に懐疑的になっている。

• また、リーマン危機後は特にコストに敏感になり、温暖化対策であってもコストアップに否定的。

①需要家の理解

○双方向での家電制御が導入されるとしても、対応機器の購入などでコスト増になり、特に低所得者や年金生活
者等の固定収入者の負担が大きくなるために時期尚早。

○効果が需要家ごとに異なることから導入に対してはその可否を需要家が選択できるようにすべき。通信手段に
ついてもスマートメーターによらない代替案も比較考量を行うべき

NASUCA（全米消費者委員会）
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ついてもスマートメーターによらない代替案も比較考量を行うべき。
○スマートグリッドにより電力会社の投資コストが抑制されたとしても、電気料金は決して下がらない。規制当局
も当初は電気料金が下がると言っていたが、今はそのような認識はない。再生可能エネルギーを含む、温暖
化対策コストも膨大になると思われ、料金が下がることはあり得ないと考えている。

○消費者が正しい選択をするためには正しい教育が必要。情報は消費者が所有しているものであり、情報のセ
キュリティに関しても、正しい教育を受けた消費者自らが情報を提供して良いか判断すべきである。

○スマートグリッドへの投資は従来の異なるアプローチが必要であり、投資初期段階から、消費者団体や規制当
局と一緒に活動し協力していく必要がある。

○EEIは積極的な政府側と取組を止めようとする消費者団体の2者の間に置かれており、消費者団体には教育
を、政府側には技術革新を阻止するものではないことを説得していく必要があると考えている。

EEI（エジソン電気協会）

※2009年10月からPG&E社のスマートメーターの導入により電気料金の請求額が増したとの苦情が増加（約2,000件）。第三者による調査の結
果では、問題の背景には猛暑のために使用量が増加したことに加えPG&E社の顧客対応の悪さ・説明不足が主な原因としている。



４．双方向通信の検討課題(2/4)

• 重要インフラ保護の観点からサイバーセキュリティに関心が高い。

②サイバーセキュリティ

○双方向通信を用いるデマンドレスポンスやスマートメーターなどのアプリケーションは、系統の信頼性を高めると
考えている。ただし、その条件として情報保護の必要があり、情報管理の欠如により系統上に新しい脆弱性が
現れてはならない。

○FERCでは2007年のEISA 2007（Energy Independence and Security Act of 2007：エネルギー自立・安全法）
で、系統の通信に関する標準化についての権限が与えられた。

○NISTが調整した標準・プロトコルを踏まえて 全米の電力市場でスマートグリッドが機能し 相互運用性が確保

FERC（連邦エネルギー規制委員会）

○NISTが調整した標準 プロトコルを踏まえて、全米の電力市場でスマ トグリッドが機能し、相互運用性が確保
できるようにしていく。

○今後、スマートメーターのネットワークから侵入し不正に情報を送信して変圧器等をダウンさせる被害を与える
ような脅威の可能性もあることから、FERCと定期的に会議を持ち対策を検討している。

CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会）
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• 双方向通信の実現に向けて第三者への電力使用量等の顧客情報提供について規制等のあり方
が規制機関、事業者とも重要であるとの認識。

③プライバシー

○今まで顧客情報は電力会社が守るべきものだったが、これからは顧客の情報を守るとともの顧客の要望に応じ
て提供するという両方の目的を達成するため、微妙なかじ取りが必要。新たなプライバシーの取り扱いの規定
を作成中。第三者とのデータ共有の可否を顧客自身が選択可能とするようにしたいと考えている。
○電力会社は公益事業委員会の規制下にあるが情報が提供される第三者は規制対象外。また、第三者が電力
会社のネットワークを使うのではなく、インターネット等を使ってサービスを提供する場合の規制をどうするのか
検討課題 CPUCが権限を持つとすると電力会社が第三者にデ タを渡す場合の条件についてのみではない

CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会）

４．双方向通信の検討課題(3/4)
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検討課題。CPUCが権限を持つとすると電力会社が第三者にデータを渡す場合の条件についてのみではない
か。

○需要家機器の制御が行われる場合、州公益事業委員会の規制下にある電力会社の方が規制対象外である第
三者よりも好ましい。

NASUCA（全米消費者委員会）



４．双方向通信の検討課題(4/4)

• 今後、実証をさらに進めていくためには、特に、スマートメーターと家庭内ネットワークの情報交
換、第三者への情報提供の仕様の標準化、需要家機器制御の実施の仕方の標準も必要。

④標準化

○現在はスマートメーターと需要家機器との間の通信プロトコルに係る標準が確立していないためスマートメー
ターが直接家庭内ネットワークと通信することは行われてない。（標準が決まるのは2011年末頃か）

CPUC（カリフォルニア州公益事業委員会） 再掲

PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）
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○スマートメーター情報は顧客の重要情報であるため、新製品や新サービスの情報源になると考えている。ただ
し、その情報にアクセスするために、各企業のシステムと統合する場合には標準が必要である。標準が無い場
合には、費用が高くなってしまう。

○現在のところOpenADEを電力とサードパーティのデータ交換に利用することを検討している。
○ローレンス・バークレー国立研究所がCECの協力を得て開発した自動家庭内機器制御規格である
「OpenADR」の標準化にも取り組んでいる。

PG&E（カリフォルニア州の電気事業者）


