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１－１．次世代送配電システム制度検討会について

○次世代送配電システム制度検討会においては、再生可能エネルギーの導入拡大に対応した系統

ルール、系統安定化に必要な送配電システムの具体的内容、買取費用の回収スキームなど、電気事

業法に密接に関連する技術的な事項について、検討を行っているところ。

○詳細かつ専門的議論を相当程度行うことから、検討会の下に次世代送配電システムの技術・ルール

等の検討を行う第１ワーキンググループ（ＷＧ１）と、全量買取制度に係る回収スキーム等の検討を行

う第２ワーキンググループ（ＷＧ２）を設置し、具体的検討を行っている。

次世代送配電システム制度検討会

本年5月に設置
・全量買取制度の導入に当たり、再生可能エネルギー拡大
に対応した諸制度等とも密接に関連する技術的事項につい
ての詳細な検討

次世代送配電システム制度
検討会ＷＧ１

本年6月以降、11月までに4回開催予定
・次世代送配電システムの技術・ルール等の検討

次世代送配電システム制度
検討会ＷＧ２

本年6月以降、年度内に4回開催予定
・全量買取制度に係る費用回収スキーム等の検討
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次世代送配電システム制度検討会ＷＧ１（委員及び検討スケジュール）

第１回（６月８日）
○送配電システムをめぐる現状と課題
○太陽光発電等の出力抑制について（１）

第２回（７月１日）
○再生可能エネルギーに係る優先規定について（１）

第３回（７月２３日）
○再生可能エネルギーに係る優先規定について（２）

第４回（８月３０日）
○電力系統における双方向通信の導入に向けた課題（１）

※９月１３日から２４日まで海外調査

伊藤 敏憲 ＵＢＳ証券会社株式調査部シニアアナリスト兼マネー

ジングディレクター

江川 正尚 一般社団法人 電力系統利用協議会 事務局長

大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科准教授

栗原 郁夫 (財)電力中央研究所システム技術研究所長
合田 忠弘 九州大学大学院システム情報科学研究院教授

小西 貴雄 シャープ(株)ソーラーシステム事業本部システム事業
推進センターシステム企画室長

住吉 浩次 ＫＤＤＩ(株)ソリューション推進本部ソリューション８部長
武井 務 (株)エネット代表取締役社長
竹中 章二 (社)日本電機工業会 スマートグリッド委員会 委員長

(株)東芝 電力流通・産業システム社 統括技師長

辰巳 国昭 (独)産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部

検討スケジュール委員名簿

第５回（１０月１５日）
○電力系統における双方向通信の導入に向けた課題（２）
※スマートメーター制度検討会との合同会合

第６回（１１月頃）
○電力系統における双方向通信の導入に向けた課題（３）

第７回（１２月頃）
○実証事業等の進捗状況と系統安定化対策について

第８回（１月頃）
○再生可能エネルギーに係る優先規定について（３）
○中間論点整理、報告書骨子（案）

第９回（２月頃）
○報告書とりまとめ

辰巳 国昭 (独)産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部
門蓄電デバイス研究グループ長

中野 和江 ＮＰＯ法人あすかエネルギーフォーラム理事長・消費

生活アドバイザー

萩原 龍蔵 一般社団法人太陽光発電協会高密度連系部会副部

会長

橋本 健 大口自家発電施設者懇話会理事長

早坂 礼子 産業経済新聞社編集局編集委員

林 泰弘 早稲田大学先進理工学部電気・情報生命工学科教

授

祓川 清 (株)ユーラスエナジージャパン代表取締役社長
廣江 譲 電気事業連合会事務局長

藤井 康正 東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 教授

山口 博 東京電力(株)常務取締役 電力流通本部副本部長

◎横山 明彦 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授

（五十音順、敬称略）
◎：座長

※検討の状況に応じて、スケジュールが多少変更となる可能性がある。
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１－２．スマートメーター制度検討会について

� スマートメーターの導入に向けた制度的課題等の検討を行うべく、次世代エネルギー・社会
システム協議会の下に、省内の検討会として設置。（座長：早稲田大学大学院 林泰弘教授）

� 双方向通信機能を有する「スマートメーター」の情報を活用し、需要家側の機器制御や行動
の変化を促すことで、省エネ・省ＣＯ２化を推進するとともに、新たなビジネスの創出や社
会的コストの低減にもつなげるため、スマートメーターの普及及び家庭等のエネルギー・マ
ネジメント・システムとの連携を進める。そのための検討を行う。

� 現在、①スマートメーター情報の取扱について、②スマートメーターの普及について、③ス
マートメーター導入に期待される効果 等の論点について検討を行っているところ。

（概念図）スマートメーターの導入によって考え得る情報の流れとその内容

現在、電力・ガス会社で
実証中の新型メ タ

（参考）

今後のスケジュール
月1回程度の頻度で開催。スマートメーターの情報の取扱いやスマートメーターの普及に向けた検討を行い、来年二月中のと
りまとめを予定。

電力メーター

ガスメーター

実証中の新型メーター
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スマートメーター制度検討会（委員及び検討スケジュール）

第１回（５月２６日）
○｢スマートメーター制度検討会｣について
○スマートメーターをめぐる現状と課題
第２回（７月１日）
○スマートメーターの機能(1)（需要家情報の活用）について
第３回（７月２２日）
○スマートメーターの機能(2)（メーターの活用による業務効率化等）に
ついて

第４回（８月３１日）
○ガスメーター等について 等

第５回（１０月４日）
○スマートメーター情報の取扱について①
・ 原則
・ 提供情報

プライバシ セキ リテ の確保

石王 治之 パナソニック株式会社 エナジーソリューション事業推

進本部 本部長

伊藤 敏憲 ＵＢＳ証券会社 株式調査部 シニアアナリスト 兼

マネージングディレクター

梅嶋 真樹 慶應義塾大学大学院 政策メディア研究科 特別研究

講師

大野 智彦 中部電力株式会社 取締役 専務執行役員

城所 幸弘 政策研究大学院大学 教授

小林 俊一 東光東芝メーターシステムズ株式会社 技術部 部長

齋藤 昇 東京都水道局 研修・開発センター 開発課長

重松 公夫 セントラル石油瓦斯株式会社 代表取締役 社長

社団法人エルピーガス協会 卸委員会 委員長

検討スケジュール委員名簿

・ プライバシー・セキュリティーの確保

第６回（１０月１５日）
○スマートメーター情報の取扱について②
・ 電力会社等のネットワーク
・ ＨＥＭＳとのインターフェースの標準化

※次世代送配電システム制度検討会との合同開催を予定

第７回（１１月）
○スマートメーターの普及について
・ メーターに求められる機能とコストの低減
・ 制度上の課題
・ 費用負担のあり方

○スマートメーター導入に期待される効果

第８回（１２月）
○その他の論点について
○とりまとめ案骨子

第９回（１月）
○とりまとめ案

第１０回（２月） （予備日）

社団法人エルピーガス協会 卸委員会 委員長

篠原 弘道 日本電信電話株式会社 取締役 研究企画部門長

新野 昭夫 ゼネラルエレクトリックインターナショナルインク

ＧＥエナジー デジタルエナジー部長

辰巳 菊子 社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協

会理事

土井 義宏 関西電力株式会社 常務取締役

中山 雅之 日本アイ・ビー・エム株式会社 未来価値創造事業

事業推進理事

服部 徹 電力中央研究所 上席研究員

藤原 万喜夫 東京電力株式会社 取締役 副社長

前田 忠昭 東京ガス株式会社 取締役 副会長

松村 敏弘 東京大学社会科学研究所 教授

村上 憲郎 グーグル株式会社 名誉会長

米原 高史 日本電気計器検定所 専務理事

◎林 泰弘 早稲田大学大学院先進理工学研究科 教授

（五十音順、敬称略）
◎：座長 ※検討の状況に応じて、スケジュールが多少変更となる可能性がある。
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２．双方向通信の導入に当たっての基本的な考え方

○エネルギー基本計画においては、2020年代の可能な限り早い時期に、電力の安定供給を維持しつつ、
社会的コストが最小となるような需給管理を目的に、原則全ての電源や需要家と双方向通信が可能

な世界最先端の次世代型送配電ネットワークの構築が目指されているところ。

○技術的実現可能性や社会的受容性等を踏まえると、当面（今後１０年程度）は狭義のスマートメー

ターの機能*を実現可能とする双方向通信を目指す。それ以降は、太陽光発電等の導入量や技術開
発の状況、費用対効果等を踏まえながら、系統安定化を図りつつ、効率的なエネルギー利用の実現

に向け、太陽光発電の出力抑制や消費機器の制御も可能となるような高度な双方向通信を目指す

（太陽光発電の導入量が少なければ、太陽光発電等の制御は不要）。

○したがって、当面は、狭義のスマートメーターの機能が実現されるような次世代送配電ネットワークの

構築に向け、通信インフラ等の整備や標準化を検討しつつ、将来的なニーズを踏まえた通信インフラ

の拡張についても検討していくことが必要。

*狭義のスマートメーターの機能：遠隔検針、遠隔開閉、計測データの収集・発信等。

＜エネルギー基本計画（平成22年6月18日閣議決定）抜粋＞

４．電力・ガスの供給システムの強化
（１）目指すべき姿

再生可能エネルギーや原子力の利用が中長期的に大幅に拡大する中で、電力の安定供給を維持しつつ、社会的コストが最小となるような需
給管理を可能とする必要がある。このため、2020年代の可能な限り早い時期に、原則全ての電源や需要家と双方向通信が可能な世界最先
端の次世代型送配電ネットワークの構築を目指す。

（２）具体的な取組
①世界最先端の次世代型送配電ネットワークの構築

電力系統における双方向通信の導入に向けた課題整理等を行い、再生可能エネルギーの大量導入に対応した強靱な電力供給システムを構
築する。

その際、情報セキュリティ確保や通信プロトコル標準化等の双方向通信の導入に向けた技術的課題を解決する。さらに、双方向通信の実現
可能性を検討した上で、通信制御にも対応したパワーコンディショナー（PCS）の開発、実証等を実施する。
スマートメーターに必要な機能の標準化、個人情報も含むセキュリティ確保を前提とした需要サイドのエネルギー需給情報の活用を促進する。
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（参考）スマートメーターの役割と機能について

� 省エネルギー・省CO2に向け、家庭内におけるエネルギー消費量の「見える化」
やエネルギーマネジメント機能の実現のためには、スマートメーターとHEMS等と
の連携によるAMI※の整備が必要。

� このAMIを広義のスマートメーターと考える見方もあるが、情報の流れを整理する
に当たっては、遠隔検針、遠隔開閉、計測データの収集・発信等の機能を有する狭
義のスマートメーターにより議論することとする。

広義のスマートメーター

AMI

≒

※

○ スマートメーターの概念の整理

○「Assessment of Demand Response and Advanced Metering Staff Report」2008.12（米国連邦エネルギー規制委員会FERC）

○「Ofgem‘s Decision on the Future of the Gas and Electricity Metering Price Controls」2006.10（英国ガス・電力市場局OFGEM）

ＡＭＭ
Smart Meter

ＡＭＲ

＜参考：海外における定義の例（第1回スマートメーター制度検討会より）＞

遠隔自動検針（一方向通信）
＋遠隔操作

（双方向通信）

＋インターバル検針の他、
より多くの情報・データ蓄積が可能

ＡＭＲ

遠隔自動検針（一方向通信）

Advanced or Smart Meter

＋計測機器に通信ネットワークを含めた
エネルギー・マネジメント・システム

＋インターバル検針の他、
より多くの情報・データ蓄積が可能
（双方向通信）

AMI

6

狭義のスマートメーター ＋通信機能を有するHEMS等の家庭内機器

AMI

≒

遠隔自動検針（インターバル検針）、遠隔開閉、
計測データの収集・発信

通信ネットワークを含めた、「見える化」や
エネルギーマネジメント機能の実現

※AMI：Advanced Metering Infrastructure
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（参考）電力メーターで計測・提供される情報

� 電力会社にとって計測する意義と需要家にとっての意義を踏まえると、計測・提供可能な
メーター情報としては、電力使用量と逆潮流値が考えられるのではないか。

� なお、日本においては、電圧や停電情報などは高圧系統（６．６ｋV）において適正に管理さ
れており、メーターを用いて計測する必要はない。

データ
提供される
データ案※

電力会社にとっての意義・制約 需要家にとっての意義

電力使用量

（指示値）
○ 検針業務等において必要な情報。 省エネ・省ＣＯ２を実現する上での基礎情報。

逆潮流値

（第5回スマートメータ制度検討会より）

逆潮流値

（電力量）
○ 分散型電源による発電状況の計測が可能。 分散型電源による発電状況の計測が可能。

電流 ×
保安上の観点から、開閉器操作時にのみ通電状
況を確認。

電流値として計測していない。

電力会社における管理情報であり、需要家としての情報取得の
意義は低い。

電圧 ×
系統全体で管理しており、個別需要家レベルで計
測する必要が無い。

一定値を前提として、これらを維持するための管理情報であり、
需要家としての情報取得の意義は低い。

周波数 ×
系統全体で管理しており、個別需要家レベルで計
測する必要が無い。

一定値であることから、情報取得の意義は低い。

停電情報

（瞬低含む）
×

我が国においては配電自動化システムにおいて
対応。
個別需要家レベルで計測する必要がない。

電力会社における管理情報であり、需要家としての情報取得の
意義は低い。

※現在のメーターにより実際に計測可能なものに一致
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（参考）電力使用量の粒度の考え方

� 現在、季節別時間帯別電灯契約等における料金算定の単位は1時間。また、電力自由化部門に
おける同時同量スキームやスポット市場など、我が国においては30分値を用いて電力取引が
行われている。

� ユースケースによっては、数分程度といったより粒度（測定間隔）の細かいデータが要求さ
れているものもあるが、このような細粒度データをスマートメーターに求めるかは、メー
ター（どの程度の粒度の情報を蓄積するか）、通信（情報に係るトラフィック）、電力会社
におけるサーバー（情報処理能力）等に係る技術やコストとの兼ね合い。

� また、現時点においてニーズのある「見える化」や「省エネアドバイス」に求められる需要
家の生活行動に係る情報については、30分値により把握することが可能。

� 以上を踏まえると、現時点における粒度の基準としては30分が１つの目安といえるのではな

（第5回スマートメータ制度検討会より）

以上を踏まえると、現時点における粒度の基準としては30分が１つの目安といえるのではな
いか。ただし、各種実証事業の成果や多様なユースケースの実現可能性（他の機器による対
応を含む）を踏まえ、粒度のあり方等については、適宜再検証していく必要はある。

電力使用量30分値を用いている事例

・新計量システム（関西電力株式会社）
・電力自由化部門における同時同量スキーム
・日本卸電力取引所のスポット市場における取引

※新計量システム（関西電力株式会社）

季節別時間帯別電灯契約（東京電力の例）

・ピーク時間 ： 午前10時から午後5時

・オフピーク時間 ： 午前7時から午前10時、午後5時から午後11時
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機能 下り情報 上り情報 用途

遠隔検針 検針用の信号
検針情報
（月別）

検針、料金算定

遠隔開閉 開閉制御用の信号 開閉の確認 停送電

計 デ
見える化※１※２

３．当面（今後１０年程度）双方向通信により目指す機能

○当面（今後１０年程度）は、遠隔検針や遠隔開閉、計測データの収集・発信といった機能を実現可能と
する双方向通信の実現を目指す。

○また、太陽光発電の出力抑制（カレンダー情報の書換え）については、機器の開発や実証試験等を
踏まえ、導入時期や通信方式について検討を行っていく。

計測データの
収集・発信

計測用の信号 計測（30分値）
見える化※ ※

新ビジネス用※１

料金・システム検討用※２

太陽光発電の

出力抑制※３
カレンダー情報の

書換え

カレンダー情報の

書換確認
系統安定化

※１ 電力会社の通信ネットワークを介して需要家及び第三者に提供される他、HEMS等を介した提供もありうる。
※２ 需要パターンや太陽光発電パターンを踏まえ、より効率的なエネルギー利用に資する料金制度や、今後の送配電システムの検

討を行うことが可能。なお、このような料金情報の見える化（例：需給パターンの予測によって変動し、前日までに通知）は、必ずし
もリアルタイム性を要しない。

※３ 太陽光発電の出力抑制については、PCSに予めカレンダー機能を具備したもの。
注 上記機能であればリアルタイム性が無くとも実現可能。
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４．高度な双方向通信により実現する可能性のある機能（イメージ）

○遠隔検針や遠隔開閉、計測データの収集・発信といった機能を有するスマートメーターを実現可能と
する双方向通信が導入された以降、需要家機器（太陽光発電等や消費機器（ＥＶ・ヒートポンプ、エア
コン等））のリアルタイムでの制御等を可能とする双方向通信が考えられる。

○需要家機器の制御に向けては、社会的受容性を含めた実需や技術的な実現可能性、コスト等を踏ま
え、将来における様々なツール（通信インフラ等）の中から最適な方法を検討していくことが必要。

機能 下り情報 上り情報 用途

需要家の発電機器
（太陽光発電等）
のリアルタイム制御

出力抑制用の信号※１

電力系統の需給情報等
出力抑制実施の確認情報等

系統安定化対策
ＨＥＭＳ、ＰＣＳ等による制御

需要家の消費機器需要家の消費機器

（ＥＶ・ヒートポンプ、エ
アコン等）

のリアルタイム制御

機器制御用の信号
電力系統の需給情報等

機器制御実施の確認情報等
需給制御（需要抑制）※２

ＨＥＭＳ等による制御

※１ 太陽光発電の導入量が2,800万kW程度である場合には、前日運用段階までにカレンダーによる出力抑制の解除を行う機能だけ
で系統運用は可能。

※２ 電力会社による直接制御ではなく、電力会社から提供される料金情報等を踏まえ、需要家がHEMS等を通して自ら制御する方法
が当面現実的か。

注 需給バランスに刻一刻と対応して料金が変動する仕組み（「リアルタイムプライシング」）は供給システム（小売・卸売市場）と不可
分であり、技術的な実現可能性（極めて高度な通信システムが必要）及び需要家のニーズも今後吟味する必要がある。
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出力抑制不要
太陽光発電等
の出力抑制

双方向通信により目指す機能のロードマップ（イメージ）

双方向通信
の発展具合

カレンダー情報固定 カレンダー情報書換え リアルタイム制御

140万kW 2,800万kW 5,300万kW1,000万kW

遠隔検針・遠隔開閉・計測スマートメーター

の出力抑制

消費機器
の制御

太陽光発電の
導入量

リアルタイム制御ＨＥＭＳ等による消費機器（エアコン等）の制御※

※需要家内で行われるため、電力系統による制御とは関係がない
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