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１．基本的考え方
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我が国において省エネ・低炭素社会を実現していくためには、エネルギー使用情
報が需要家に提供され、需要家がその情報を把握、利用することで、省エネ意識
を高め、各々の行動変化を促すことが重要である。

そのためには、エネルギー基本計画にもあるとおり、「費用対効果等を十分考慮
しつつ、2020年代の可能な限り早い時期に、原則全ての需要家にスマートメー
ターの導入」が実現されるよう、官民一体となって取り組んでいくことが期待さ
れる。

前回の検討会において、わが国で導入を目指すスマートメーターが現状において
満たすべき要件が示されたところであり、本検討会における議論の取りまとめに
向けて、スマートメーターの導入に向けた今後の対応について整理する必要があ
る。



（参考１）現状においてスマートメーターが満たすべき要件
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遠隔検針（インターバル検針）、遠隔開閉

 情報提供のタイミングについては、需要家の省エネ行動の促進や更なるビジネス展開といった観点からは、リアルタイムが
理想ではある。しかしながら、ＡまたはＣルートでリアルタイムを実現するには、情報通信設備への多大な投資コストがネ
ック。技術革新も踏まえ、高度な双方向通信システムの実現に向けた検討の中で実現していくことが必要。したがって、Ｂ
ルートについては、需要家ニーズ等を踏まえつつ、標準化も含めた技術的課題を早急に解決すべく検討を進めることが期待
されている。

 一方で、即時性が求められないユースケースもあり、かつＢルートでは需要家側で設備設置の必要があることから、スマー
トメーター情報活用のメリットを多くの需要家が享受するという意味では、A又はＣルートでの情報提供も有用である。現
に新型電子式メーターを活用して情報提供を行っている会社においては、これらの取組も引き続き積極的に進めていくこと
が望ましい。

 いずれの情報提供ルートであっても、プライバシー及びセキュリティーは確保されることが求められる。
 HAN側への通信を行う場合については、HANと通信が支障なく行えることが重要であり、通信方式を有線か無線に制限す

るものではない。また、通信機がHAN側機器の技術進歩が阻害することが無いよう、今後の技術的検討において留意する
必要がある。

 なお、これらの要件は、いわばスマートメーターの初期機能であり、その時点の社会的ニーズ、技術進歩の状況等を踏まえ、
必要に応じて最適なスマートメーターについては再度検討されるべきである。

（※ガスメーターについては使用量、時刻情報の１時間値）

需要家及び電力会社等双方への電力等使用情報の提供

＜機能＞

＜情報＞

取り扱う情報は電力使用量、逆潮流値、時刻情報の３つとし、電力使用量の粒度は30分値※

＜提供先＞

＜情報提供のタイミング＞

現時点においては原則翌日まで

現状においてスマートメーターが満たすべき要件



２－１．電力会社等における今後の対応（各社の取組の明示）
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エネルギー基本計画における目標達成のためには、現在実際にメーターを所
有・管理している電力会社等における取組が重要である。

電力等各社は、各社の取組について、エネルギー基本計画における目標の達成
に向けた取組について明示し、これを着実に実行していくことが期待される。

その際は、各社の事情も踏まえ、スマートメーターの導入に当たって支障とな
るような諸課題を整理し、解決に向けた見通しを示すことが期待される。



２－２．電力会社等における今後の対応（各社の取組内容とその課題①）
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 スマートメーターの導入に向けて検討を行うに当たって、各社の供給区域の特性や経営戦略上
の観点等の各社固有の要因が取組に大きく影響するため、導入時期、重点的に導入を見込む地
域及び具体的な導入手法等、各社のアプローチはそれぞれ異なるものと考えられる。

 例えば、スマートメーターの重点的な導入対象を、住宅が集中する都市部とするか、過疎地や
難検針地域とするかについては、各社の経営上の課題や方針の違いから異なるものである。そ
のため、スマートメーターの導入に当たって実証・検討すべき事項等も自ずと異なる。

 また、通信技術等の各社共通の課題についても、各社の通信インフラ、気象条件等前提が異な
ることから、実証・検討の程度には差がある。

 なお、本格導入に当たっては、電力会社等による技術的課題の解決に加え、通信に係るコスト
等、個社の取組では解決の困難な外生的な課題も解決される必要がある。

項目 具体的な課題例

新型電子式メーターの導入 ○ラストワンマイルにおける通信方式の決定（無線メッシュ、広域無線、ＰＬＣ等）
○情報通信ネットワークの構築（光回線等の通信網の整備、その他の通信インフラ活

用の検討）
○遠隔検針システムの構築等の投資に対する評価

HAN側通信機能を具備した
スマートメーターの導入

○インターフェースの標準化、データフォーマットの統一等
○メーター設置に伴う技術的課題の解決
（ＨＡＮ側通信機器の設置方式の検討、通信安定性等の技術的課題の検証）

メーターコストの低減 ○共通化・標準化等によるメーターのコストダウンに向けた取組の継続

その他 ○業務システム全体の観点からのコスト低減や効率性の追求（Ｗｅｂによる検針票の
電子化、設備形成の効率化等）

（電力等各社における課題の例）

※いずれの課題についても、必要に応じて国や関係者が共同で解決に当たることが求められる。



２－２．電力会社等における今後の対応（各社の取組内容とその課題②）
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各社は、エネルギー基本計画における目標達成に向けた取組をより実効性の高い
ものとし、需要家にとっても情報取得の予見性を高める観点から、各社の実情を
踏まえた課題や方針、実証・検討事項についても明示することが期待される。

なお、課題解決に向けた取組の過程において、例えば技術革新によって当初想定
されなかった通信技術が今後の主流となると見込まれるなど、各社の取組に影響
を不えるような新たな事項が判明することも考えられ、その際には、各社の判断
により取組の内容は修正され得ると考えられる。



３．国における今後の対応
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 エネルギー基本計画における目標達成のためには官民一体となって取組を進めていくこと
が重要であり、国においては、特に電力会社等が個別に対応することが困難なものについ
て対応することが求められる。

 例えば、次世代エネルギー・社会システム実証事業等の各実証事業を通じた、スマートメ
ーターに関する社会的ニーズ・メリット等の検証について引き続きこれを行う。

 スマートメーターのライフサイクルコスト低減に向けて、検定満了期間延伸の可能性につ
いての検討等、スマートメーターの普及に支障となる制度的課題があれば、必要に応じて
検討を行う。

 メーター－HAN間のインターフェースのあり方、第三者への効率的な情報提供手法及び公
衆回線の利用等に関する課題の検討など、必要に応じて関係者間の調整等を行う。特にイ
ンターフェースについては提供されるデータフォーマットの統一に向けて検討の場を早期
に設置し、検討を開始することとする。

 この他、短期間の中においても大きな変化を見せるスマートメーターに関する海外動向に
ついても調査を継続し、必要に応じて適宜情報提供等を行うこととする。

 また、エネルギー基本計画における目標が達成できないと見込まれる場合については、改
めて課題を整理するとともに、スマートメーターの導入促進に向けて適切な政策的支援及
び措置も検討する必要があると考えられる。



４．需要家及びサービス事業者等における今後の対応
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 前回の検討において示されたとおり、電力等使用情報の把握は需要家自身の省エネ行動を
促すことが期待されることから、情報提供ルートを問わず、スマートメーターの導入によ
って早期に需要家に当該情報が提供されることが重要である。

 エネルギー基本計画における目標達成に向けた電力等各社の取組の明示は、需要家やサー
ビス事業者等（HEMSやHANの関連企業及び電力等使用情報を活用した新しいサービス
を検討しているその他事業者）の電力等使用情報の取得可能性について見通しが示される
など、その予見性が高まることは、複数の選択肢からより質の高い省エネ行動を選択する
ことを可能にするものと考えられる。

 また、省エネ行動の促進に留まらず、電力等使用情報の活用用途については、今後スマー
トメーターの普及に伴って、大きく発展していくことが期待される。

 当該情報活用のあり方については、現時点で固定的に考えるのではなく、むしろ情報が提
供されることで、実際に情報を活用する需要家自身やサービス事業者等を中心に、様々な
取組や実務的な検討が進められることにより、大きく発展していくことが期待される。

 特に、サービス事業者等においては、スマートメーター情報を活用した、需要家にとって
魅力的なアプリケーションやサービス、機器の開発促進等を積極的に推進していくことが
期待される。



５．電力等各社の取組の公表、フォローアップ等について
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 電力等各社において明示される取組については、引き続きスマートメーター制度検討会を
開催し、その場において報告することとし、その時期については平成23年度早期とする
ことが適当と考えられる。

 また、電力等各社、国及びサービス事業者等における取組が進展するなか、新たに検討す
べき課題はないか等について、本検討会において適切なタイミングでフォローアップする
ことが必要だと考えられる。

 現在、電力会社等の多くでスマートメーターに関連する各種実証事業が実施又は今後開始
が予定されている。また、国が実施するスマートメーター大規模導入実証については来年
度をもって終了し、次世代エネルギー・社会システム実証事業についてはマスタープラン
の見直しが今後予定されている。さらに、海外におけるスマートメーターを巡る議論も
日々大きな変化をみせている。

 これらの状況が適切に電力等各社、国及びサービス事業者等における取組に反映される観
点から、フォローアップの頻度については1年に1回程度とするのが適当と考えられる。

 また、フォローアップにおいては、電力等各社における取組の進捗、国における実証事業
の結果、需要家やサービス事業者等の対応状況及び海外動向を含めた社会情勢の変化等を
踏まえつつ、必要に応じて本検討会における議論の修正について提案がされることもあり
得る。



（参考２）電力各社における新型電子式メーターの実証実験
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電力
（電力量計取付数）

実証実験の概要

北海道電力
（366万個）

お客さまサービスの向上と業務運営の効率化を目指し、通信機能付の新型電子式メーターの導入に向け、平成23
年度より、約600戸を対象に実証実験を開始予定。

東北電力
（674万個）

業務効率化およびお客さまサービスの向上などに向け、遠隔検針に関する技術や業務ノウハウの獲得とその蓄積
を図るため、平成22年度下期から、2000戸を対象に新型電子メーターを利用した遠隔検針の実証実験を実施予
定。

東京電力
（2744万個）

通信機能など新型電子式メーターの新たな機能の検証を目的として、平成22年度下期以降、東京都の一部地域で
5000戸程度に試験導入予定。実証実験の結果次第では、平成23年度に10万戸程度まで拡大することも検討中。

中部電力
（946万個）

遠隔検針に関する技術や業務ノウハウの獲得とその蓄積を図るため、平成23年度から、約1500戸を対象に新型
電子メーターを利用した遠隔検針の実証実験を予定。

北陸電力
（181万個）

お客さまサービスの向上と業務運営の効率化を目指し、平成23年度から平成24年度にかけて、約500戸を対象
に実証実験を開始予定。

関西電力
（1277万個）

平成11年から研究を開始。平成14年からは本システムのベースとなる新型メーターの開発に取り組んでおり、
平成20年度より、通信機能を持つ新型メーター（新計量システム）の本格導入に向けた実証実験を開始。（平成
22年11月末時点で約61万戸に導入）

四国電力
（273万個）

お客さまサービスの向上と業務運営の効率化を目指し、平成24年度を目途に、約1000戸を対象に実証実験を開
始予定。

九州電力
（823万個）

平成21年度より、通信機能を持った低圧新型電子メーターの導入を開始。（平成22年度6月末時点で約2.5万戸
に導入） 現地運用状況等を確認・検証のうえ、順次導入拡大予定。

各社プレス資料等を元に事務局作成



１．事業の目的

平成２３年度予算（案）：３．８億円
平成２２年度予算額：５．２億円

３．予算規模

５．事業体制

スマートメーター導入に期待される省エネルギー・負荷平準化効果について分析を行うことを目的として、一
般家庭等を対象に、電気使用量の「見える化」や時間帯別の料金設定を行う等の大規模な実証事業を行う。

４．事業期間 平成２１年度～平成２３年度（３年間）

２．事業の内容

一般家庭等に900台程度のスマートメーター※を設置した上で、「見える化」に加え、料金プログラムや機器制
御技術を通じた需要側の管理（デマンドサイドマネジメント）に係る効果を検証する。

東京電力、関西電力、等

設置対象を４つのグループに分け、需要家側の管理として、それぞれ以
下のケースを想定。
①消費電力量の「見える化」のみを行う場合
②需要がピークとなる時間帯に高い料金単価を設定する場合（その他の
時間帯は割引単価）

③毎日の気温に連動して変動する時間帯別の料金単価を設定する場合
④需要がピークとなる時間帯にエアコンを直接制御をする場合

見える化

エアコンの
自動制御

（一部世帯のみ）

本実証用の時間帯別料金プログラム

～ や

例：夏場の気温が
30℃以上のとき
にエアコンを制御

により想定料金単価が高くなったり、
安くなったりする料金プログラムの実証

スマートメーター※

データセンター
①各家庭の３０分ごとの使用電力量の収集・蓄積
②消費電力量等の「見える化」情報の発信
③実証実験用料金プログラムの適用、料金計算
④エアコンの制御指令を発信

※本実証事業においては、双方向通信機器と電子式メーターを組み合わせたものを設置
11

事業イメージ

（参考３）スマートメーター大規模導入実証実験事業



事業の内容

○大量の再生可能エネルギーを安定的に受け入れるため
には、蓄電池、家電等を活用して、需給を調整するエ
ネルギーマネジメントシステムが必要。

○このような、エネルギーマネジメントシステムを基礎
としたスマートコミュニティ（※）の構築を目指し、
国内４地域(横浜市、豊田市、けいはんな学研都市(京
都府)、北九州市）において、実証を行う。

※スマートコミュニティ：
再生可能エネルギーを、住宅やビル、交通、ライフ
スタイル転換など、一連の社会システムとして効率的
に活用する社会

○本事業を通じ、関連技術の次世代化、蓄電池等の国際
標準化を進め、産業競争力の強化を図る。

（参考４）次世代エネルギー・社会システム実証事業

メガソーラー

風車

スマートコミュニティ関連システムフォーラム資料を加工

 家庭でのエネルギー利用のイメージ

電力系統と地域のエネルギーシ
ステムの相互補完関係が成り立
つ電力供給システムの構築

集合住宅エリア

戸建住宅エリア

ビジネスエリア

コントロールセンター

エリア間の
エネルギーマネジメント

電気と熱を総合的にマネジメント

電力貯蔵装置

優先順位１

エアコンの冷房温度
を上げる

優先順位３

乾燥機など不用不
急の家電を動かす

家庭内でエネル
ギーが余る

家庭内でエネル
ギーが不足する

優先順位１
給湯器でお湯をつくる

優先順位２
自動車蓄電池から家庭に

電気を供給

優先順位２
電気自動車に充電（蓄電）

優先順位４
系統への電力逆潮

優先順位３
ネットワークから電気をもらう

発電量＜消費量

発電量＞消費量

系統の需給状況に応じて
需要家の行動変化を促す

原子力発電所
火力発電所

事業イメージ

事業の概要・目的

平成２３年度予算（案）：
149.2億円（新規）

予算規模

事業期間 平成２３年度～平成２６年度（４年間）
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事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○双方向通信可能な遠隔検針対応型ガスメータ（ス
マートメータ）からガス消費量データをガススマー
トセンターに送信して、各需要家にHEMS装置を通
じて省エネアドバイスを行う。
○需要データからエネルギー利用行動を分析し、エ
ネルギー消費機器の運転制御、需要側のエネル
ギー消費行動への提案を行う。
○国内外の需要家をターゲットとして、再生可能エ
ネルギーや高効率機器を組み込んだうえで、双方
向通信を含むシステムの規格・基準（IEEE802.15
における検討等）と摺り合わせたエネルギー最適
化システムを構築して実効性を検証する。その際、
様々な頻度や容量でデーター伝送を行い、スマー
トメーターの耐久性や信頼性についても併せて評
価する。

事業者側

ガススマートセンター

ＨＥＭＳ装置

電力等消費
データー

再生可能エネルギー
等稼動データー

ガス消費データー

お客さま側

計量データー

•インセンティブ情報

•省エネアドバイス

エネルギー消費情報
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ等

依存率情報

データー

超音波
ガスメーター

予算規模

平成２３年度：２．５億円（新規）

期間

平成２３年度～平成２５年度を予定

（参考５）都市ガス計量機器高度化導入効果実証事業



事業イメージ

事業の目的

太陽光発電の大量導入に伴う電力系統安定化対策の一つ
として、余剰電力対策コストの削減の観点からゴールデ
ンウィーク等の特異日における出力抑制が想定されてい
ます。

現在のところ、再生可能エネルギー電源の通信制御は、
世界的に見ても行われておらず、今後の我が国のスマー
トグリッドの国際展開においても非常に有効なツールに
なり得ると考えられています。

太陽光発電の設置者等の機会損失（出力抑制）を最小限
に抑えるため、将来的にきめ細やかな出力抑制を行うこ
とが可能な通信機能を用いた太陽光発電等の出力抑制に
ついて、電力系統の双方向通信の導入にあわせて実証を
行います。

1. 通信手段による出力抑制機能付きＰＣＳの開発、実証
2. 電圧調整機能付きＰＣＳの開発、実証
3. 双方向通信の導入に向けた通信手段（ＰＬＣ、光ファイバ、

メタル、無線等）の実証
4. メガソーラーや風力発電所等の通信制御の実証
5. 住宅用太陽光発電の通信制御の実証

事業の概要
PV出力状況

風力発電

出力抑制

メガソーラー

中央給電指令所

電力系統の双方向通信の導入

ＰＬＣ、光ファイバ、
メタル、無線等

出力抑制機能付PCS

出力変動・需要変動にきめ細やかに対応する
世界最先端の送配電ネットワークへ

電圧調整機能付PCS

※ＰＣＳ（Power Conditioning System）
太陽電池等からの直流電力を交流電力に変換する機器

事業の内容

事業期間等

Ｈ２３年度～Ｈ２５年度
要求額（ １／２補助） ８億円 14

I/F

（参考６）次世代型双方向通信出力制御実証事業



（参考７）「エネルギー基本計画（改訂版）」関連部分抜粋①

第３章．目標実現のための取組

第２節．自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現

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。

また、今後、全国規模で電力の供給力を確保しつつ、効率的な電力供給を実現していくために、卸電力市場のさらなる活性化を目指す。

一方、ガスについては、天然ガスへの燃料転換の加速、低廉かつ安定的な天然ガスの供給を拡大するため、ガスインフラネットワークの拡大、連携強化
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※１）の開発、実証等を実施する。

スマートメーター※２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。

※１Power Conditioning Systemの略。太陽電池等からの直流電力を交流電力に変換する機器のことをいう。

※２スマートメーターについては、狭義には電力会社等の計量関係業務に必要な双方向通信機能や遠隔開閉機能等を有した電子式メーターであるという考え方もある一方、これ
に加えてエネルギー消費量などの「見える化」やホームエネルギーマネジメント機能等も有したものであるとの考え方もある。

第３節．低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現

１．基本的視点

エネルギー安全保障の強化、地球温暖化への対応、エネルギーを基軸とした経済成長を同時に達成するためには、エネルギー需要構造のさらなる改革が
必要である。国民・事業者・地方公共団体等とも緊密に連携し、各部門毎の特性を踏まえて推進していく。

（２）家庭部門

家電の増加や世帯数の増加等により、1990年以降、エネルギー起源CO2が35％増加している。こうした家庭部門への対策として、省エネ機器の研究
開発を図るとともに、世界最先端の省エネ機器に対する導入支援や省エネ法トップランナー規制等により、省エネ機器を普及させる。また、高効率家電・
照明や高効率給湯器、太陽光発電の利用、住宅の省エネ基準の適合義務化等により、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス） の普及を推進する。ま
た、スマートメーターの普及等による国民の「意識」改革やライフスタイルの転換といった国民運動を活発化し、2030年までに「暮らし」（家庭部門）
のエネルギー消費に伴うCO2半減を目指す。
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（参考７）「エネルギー基本計画（改訂版）」関連部分抜粋②

第３章．目標実現のための取組

第４節．新たなエネルギー社会の実現

１．次世代エネルギー・社会システムの構築

（１）目指すべき姿

エネルギー自給率の向上やCO2の排出大幅削減のためには、エネルギー利用についての国民の「意識」改革やライフスタイルの転換を促す国民運動の
展開と再生可能エネルギーの大量導入が丌可欠である。

そのため、次世代のエネルギー利用のあり方として、ITを活用しつつ、需要家側の機器と、太陽光発電等の出力が丌安定な分散型電源を含む電力設備を制
御することで電力の需給をバランスさせ、安定的な電気の供給を維持する、「スマートグリッド」の整備を図る。また、電気の有効利用に加え、熱や未利
用エネルギーも含めたエネルギーを地域単位で統合的に管理し、交通システム、市民のライフスタイルの転換などを複合的に組み合わせたスマートコミュ
ニティの実現を目指す。

そのためには、地域の多様性に配慮し、地域の産業・文化・ライフスタイルに対応した地域単位でのエネルギーマネジメントシステムの構築を進めること
や、エネルギーの面的利用・未利用エネルギーの有効活用等が必頇要素になる。

この過程で、適切な経済的インセンティブとあわせて、需要家が自らのエネルギー需給情報を詳細に把握することで、需要家側機器の制御や、需要家の主
体的な行動変化を促す。これにより、さらなる省エネの進展や社会的コストの最小化を目指していく。このため、スマートメーター及びこれと連携したエ
ネルギーマネジメントシステム等 の普及により、電力やガス等のエネルギーの別にとらわれず、需要家が最適なエネルギーサービスを選択できる環境を
整備する。

こうした取組においては、地方公共団体や地域の住民・企業等との連携強化が重要である。

さらに、これら国内におけるスマートグリッド、スマートコミュニティへの移行を契機として、我が国の技術を強みとし、国際展開を図っていく。先進国
には周辺機器やエネルギー関連機器を展開し、インフラ需要が旺盛なアジアを中心とした新興国には事業の全体を統括する主契約者として、スマートコミ
ュニティシステム全体の受注、構築、運用を目指していく。

（２）具体的取組

②スマートメーター及びこれと連携したエネルギーマネジメントシステムの開発及び整備

スマートメーター及びこれと連携したエネルギーマネジメントシステムの開発及び整備、エネルギーの需給変動に対応して作動する等の機能を有する機
器の開発及び普及促進、並びに関連する規格の標準化を推進する。また、費用対効果等を十分考慮しつつ、2020年代の可能な限り早い時期に、原則全て
の需要家にスマートメーターの導入を目指す。

上記の機器・システムの開発及び整備に当たっては、需要家が自らの電気・ガス・水道等の需給情報を一元的に把握・管理することが可能となるよう留
意する。これらを通じて、民生部門を始めとしたエネルギーの使用実態を的確に把握するとともに、省エネルギー、低炭素エネルギーの活用に向けた国民
の意識・ライフスタイルの改革を促し、国民的運動につなげる。

加えて、エネルギー需要情報については、個人情報の適切な管理等セキュリティの確保を前提としつつ、第三者が利用できるような環境を整備する。ま
た、エネルギー需要情報を活用した様々なサービスを創出し、内需の喚起及び外需の獲得を図る。このため、関連機器・システムの標準化、コスト低減や
海外展開に向けた支援策等について検討する。
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