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 1． スマートメーターに関する取組み 
  (1) ガスメーターの高機能化とコストダウンに関する取組み 
  (2) メーターリングシステム高度化の取組み  
  (3) 仕様共通化及び国際標準化の取組み 
  
 2． 普及に向けた取り組み状況 
  (1) 都市ガス計量機器高度化導入効果実証事業 
  (2) 次世代エネルギー・社会システム実証 
  (3) 今後のスケジュール 
 
 3． まとめ 

 
 
目次 



小型化および通信機能の拡張性、省電力化※を実現した新型超音波ガスメーターを開発。 

      ※ガスメーターは防爆仕様の観点から電池駆動方式のため、通信の省電力化が重要な要件 

メーター構成部品の大幅な電子化により、高耐久性、モジュール化＊ の実現が可能。量産時のさ
らなるコストダウンが期待される。                             

            ＊ 組合せによる柔軟性・拡張性の付与を期待 

主な特徴 

【小型・軽量化】 部品点数：従来比で約1/2、体積：約1/3、重量：約1/2 

【意匠性向上】  外観のデザイン性を向上 

【高機能化】   高機能通信インターフェイスを搭載（パケット化・高速化とネットワーク拡張性の付与） 

超音波ガスメーター 

導入コストの検証段階 
約７万台導入済（都市ガス業界） 

（１）ガスメーターの高機能化とコストダウンに関する取組み 

膜式ガスメーター 
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1.スマートメーターに関する取組み 



（２）メーターリングシステム高度化の取組み 

安心安全見守り系の遠隔監視サービスや省エネサービスニーズに対応すべく、次世代メーターイ
ンフラ（AMI：Advanced Metering Infrastructure）の通信高速化、高機能化を推進。 

ガスメーター間でバケツリレー方式の多段中継を可能にする920MHz帯無線端末（超低消費電力
の新しい通信方式）を開発・検証中。Aルートへの活用（集合住宅内の検針効率化等）だけでなく、
Bルートへの活用（HEMSへのデータ提供）についても実証試験を開始。 
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火災警報器 

ガス漏れ警報器 宅内操作器 

ＣＯ警報器 

センター 

システム構成例 

多段中継無線 
（Uバスエア） 

水道メーター 

ガスメーター 

Uバス 

多段中継無線 
（Uバスエア） 

1.スマートメーターに関する取組み 

Aルート 

Bルート 



（３）仕様共通化及び国際標準化の取組み 

■ ガスメーター 

都市ガス業界では、既に新型超音波メーターの開発仕様統一化を実現。 

LPガス仕様についても、主要部品の共用化を実施。 

 

■多段中継無線（Ｕバスエア） 
2009年度に各種機器のフィールドテストを開始し、テスト評価完了後、順次導入を検討予定。 
2009年度に本システムの検討メンバーをオープン化し、幅広い意見集約や技術標準化に着手。 
2010年度末に、テレメータリング推進協議会において標準化完了（Uバス、Uバスエア）。 

METI基準認証政策課主管の「次世代エネルギーシステムに係る国際標準化に関する研究会」に
おいても、本システムの一部を標準化アイテムとして提案済み。 

本仕様や製品をガス業界だけでなく、水道メーター、火災報知器等の他の次世代メーターやセン
サネットワーク業界、海外市場を含めて提案実施中。 

LP仕様 都市ガス仕様 
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1.スマートメーターに関する取組み 



多段中継無線（Uバスエア）に関連する主な共同提案項目 

《参考》多段中継無線（Uバスエア）仕様の国際標準化活動 

概 要：    2009年度より、RFICの安定・低価格調達及び多段中継無線（Uバスエア）の国際的普及推進を 
          目的として、PHY層、MAC層を、それぞれIEEE802.15.4g, IEEE802.15.4e規格の一部として標準化 
          を実施。国内提案他社との連携により、2011年度末に標準化を完了予定。 
共同提案者： 独立行政法人情報通信研究機構（NICT）、富士電機株式会社、パナソニック株式会社、東光東芝 
          メーターシステムズ株式会社、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社、 
          三菱電機株式会社 

09年5月：モントリオール

09年7月：サンフランシスコ

10年1月/11年1月：ロサンゼルス

10年3月：オーランド

09年11月：アトランタ

09年9月/10年9月：ワイコロア（ハワイ島）

アメリカ合衆国の地図

10年11月：ダラス

11年5月：パームスプリングス

10年7月：サンディエゴ

10年5月：北京

11年3月：シンガポール

過去のIEEE会合開催地 

現在の状況（2012年3月5日現在） 
 ⇒IEEE802.15.4eについては、標準化プロセスを完了し、標準化文書化完了。 
 ⇒IEEE802.15.4gについては、標準化プロセスを完了し、2012年3月会合後に標準文書化完了予定 。 

規格 項目 提案内容

周波数
950MHz帯（日本）
※2010年5月省令改正に伴
う周波数拡張反映済み

変調方式 GFSK
伝送レート 100kbps

低消費電力化仕様

ショートプリアンブル
（最短2バイト）の採用、
誤り検出CRC-16の採用、
誤り訂正等の高度な機能
のオプション化など

15.4e
リンク方式
(Low Energyモード)

間欠送信方式

15.4g
09年7月/11年7月：サンフランシス

コ 

11年９月：沖縄 

1.スマートメーターに関する取組み 

11年11月：アトランタ 

12年1月：ジャクソンビル 

日本の920MHz帯移行を 
IEEE正規文書にも反映済 
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2011年度より、集合住宅約600戸（５物件）を対象にHEMS試行サービスの実証を実施予定。 
2011年度設置住戸（約300戸）では、経済産業省の「都市ガス計量機器高度化導入効果実証事業費
補助金」を利用。お客さまの省エネ行動に対する効果を踏まえたAルート・Bルートに関する最適なガ
ススマートメーターの通信・システム等の見極めを行う。 
汎用性のあるタブレット端末用アプリケーションや専用の表示機によるお客さまの行動変容を確認。 

 

電気（橙）、ガス（青）そ
れぞれについて、お客
さまの設定された目標
値をもとにしたその日
の“残量”を分かりやす
く表示。 

 

目標達成状況等を音
や声などでお知らせ。 

 エネルギー表示機 

タブレット端末用アプリ 

 

ガス・電気の使用量のデータ、
マンション内でのランキングを
表示。ガス・電気の使用量に基
づく昨日の省エネ「頑張り度」
がキャラクターの表情で表示さ
れ、毎日楽しく省エネ度合いを
確認。 

 

省エネをして節約できたガス料
金、電気料金を「貯金」として
表示し、省エネ意欲を向上。 

 

継続的にコンテンツを利用い
ただけるようお客さまの日々の
生活に役立つ情報（天気予報
等）を表示。 

  （１）都市ガス計量機器高度化導入効果実証事業 
～ガススマートメーターのAルート・Bルートに関する実証試験～ 

２. 普及に向けた取組み状況 
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スマートハウス標準化検討会における推奨伝送メディアの一つである920MHｚ帯をBルートに採用。 

屋内のBルート無線機が受信したデータをIP変換し、タブレット端末に表示。 

データの表示媒体・表示内容・粒度・更新頻度等をパラメータとしてお客さまの行動変容を検証。 

電池駆動制約を踏まえた最適なシステム仕様の見極めを実施。 

ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ 

ルータ Bﾙｰﾄ無線機 Bﾙｰﾄ無線機 

U-Bus 

U-Bus Air 
920MHz 

IP変換U 

屋内 屋外 

IP 
ｴﾈﾙｷﾞｰ表示機 

当社ｻｰﾊﾞｰ 

PC 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末 

※別途分電盤にて計測した電力消費量を合わせて表示 

※物件によってIP変換U⇔ルータ間を無線化 

【システム構成例】 

  （１）都市ガス計量機器高度化導入効果実証事業 
～ガススマートメーターのAルート・Bルートに関する実証試験～ 

２. 普及に向けた取組み状況 
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ガス・電力の    
見える化 
  

熱   

電気    

高断熱の躯体をもつ集合住宅に、再生可能エネルギー活用設備（太陽光発電装置、太陽熱集熱
装置）、家庭用燃料電池、蓄電池等を導入し、電気・熱を住戸間で融通。 

電力・熱エネルギーの統合制御、住民の消費行動変化を促すエネルギーの見える化およびイン
センティブ付与等により、省エネ・CO2削減の効果を高める方策を実証。 

停電等、系統から電力供給が途絶えた時の建物内自立運転を実証し、集合住宅でのエネル
ギーセキュリティを検証。 

燃料電池廃熱等 

の住戸間融通   

エネルギーセキュ
リティを高めた 

集合住宅モデル 

太陽光発電・燃料電池電力の全住戸間相互利用   CEMS 

（２） 次世代エネルギー・社会システム実証  
横浜スマートシティプロジェクト ～集合住宅におけるスマートハウス実証～ 

２. 普及に向けた取組み状況 
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当該実証においても、Ｂルート（ＩＰ変換）無線機およびタブレット端末を活用したシステムを導入。 
見える化・省エネアドバイスの提供に加え、行動シフトによるインセンティブ付与を試行。 
お湯や電力の利用ピーク時間帯の予測をし、お風呂の湯はり、家事のお勧め時間帯を情報提供。 
電力ピークシフトや燃料電池（複数住戸で電力・熱を融通）の最適運転を目的としたインセンティ
ブを試行。 

 棟内共用部に設置した蓄電池を活用し、ＣＥＭＳからのデマンドレスポンス信号に対応。 

【お湯・電気の使い時お知らせ画面】 

燃料電池等の 
統合制御システム 

HEMSサーバー 

太陽光発電 
燃料電池 
蓄電池 

電力需要 

熱需要 

エネルギー 
過不足状況等 

【マネージメントシステム概要】 

CEMS連係 

（２） 次世代エネルギー・社会システム実証  
横浜スマートシティプロジェクト ～集合住宅におけるスマートハウス実証～ 

２. 普及に向けた取組み状況 
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ｶﾞｽｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰのAﾙｰﾄ・Bﾙｰﾄに関する実証試験では、平成24年度に新築集合分譲住宅における
実証を追加し、平成25年度末に実証試験結果を取り纏める予定。 

次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ・社会ｼｽﾃﾑ実証 横浜ｽﾏｰﾄｼﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける集合住宅ｽﾏｰﾄﾊｳｽ実証では、
平成26年度末に実証試験結果を取り纏める予定。 

（３）今後のスケジュール 

項 目 平成22 
年度 

平成23 
年度 

平成24 
年度 

平成25 
年度 

平成26 
年度 

ｶﾞｽｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰのAﾙｰﾄ・ 
Bﾙｰﾄに関する実証試験 

（一部に都市ガス計量機
器高度化導入効果実証
事業費補助金を活用） 

設計・製作   

設置 

実証試験 

次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ・社会ｼｽ
ﾃﾑ実証  

横浜ｽﾏｰﾄｼﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

集合住宅ｽﾏｰﾄﾊｳｽ実証 

基本設計 

製作・設置 

実証試験 
初期試験 統合制御実証 見える化・ CEMS連携実証他 

２. 普及に向けた取組み状況 



                                                  ３.  まとめ   

ガス業界は他のユーティリティー事業者に先駆けて、メーターのスマート化および通信
標準化に取組んでおり、多段中継無線（920MHz帯無線・Ｕバスエア）のメディアについ
ては、国際標準化（IEEE802.15.4g/e）を実現（2011年度末）。 また、国内では、テレ
メータリング推進協議会にて、Uバス（U-Bus）、Uバスエア（U-Bus Air） として標準化済
（2010年度末）。 

2011年度より、経済産業省の「都市ガス計量機器高度化導入効果実証事業費補助金」
を利用し、Aルート・Bルートに関する実証試験を開始。 

  ・Ｂルートの屋内受信データをＩＰ変換した上で、汎用タブレット端末のアプリケーション  
   に表示。 

  ・Ｂルートの伝送メディアとして、スマートハウス標準化検討会における推奨伝送メディ  
   アの一つである920ＭＨｚ帯無線を採用。 

次世代エネルギー・社会システム実証（横浜スマートシティープロジェクト）においても、Ｂ
ルートを活用した見える化に関する実証試験を実施予定。 

今後の実証結果を踏まえ、電池駆動制約のあるガススマートメーターとして最適なシス
テム（Aルート・Bルート）の見極めを実施。 

 

３. まとめ 
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自身のエネルギーの使用状況、CO2排出
量、創エネ機器稼動状況を見える化 

伊藤忠都市開発様の１物件84戸におけ
る省エネランキング表示 

東京都と連携したエネルギーホームドク
ター 

汎用的なタブレット端末・Bルート無線機
を活用した集合住宅 約600戸の実証 

ガス機器リモコンを活用したエネルギー
使用状況の見える化（エネルックリモコン） 
ＭｙTokyoGas（Web）上での消費量表示 

 

特定コミュニティ内の他世帯とのランキン
グ制度による相対的消費量の見える化 

標準世帯と自身の消費量を比較すること
によるエネルギー消費の偏差の見える化 

提供する機能の概要 事例 

《参考》 ＨＥＭＳに関する当社の取組み 

ガス機器リモコンを活用することでエネルギー使用状況の見える化を広く訴求。 

マンション内の省エネランキング表示等のベンチマーク方式を実物件にてトライアル実施。 

横浜スマートシティプロジェクトにて機器制御とインセンティブを組み合わせた取組みを実証予定。 

将来像として地域の電力需給状況と連携した集合住宅内のエネルギーマネージメントを検討。 

予め設定した目標やコミュニティ内の需給
情報に応じた機器の最適制御 

系統への貢献、省エネ・省ＣＯ２等に資す
る行動をとることに対する料金インセン
ティブ・エコポイント等の付与 

 

次世代エネルギー・社会ｼｽﾃﾑ実証  横
浜スマートシティプロジェクトにおいて集
合住宅内の統合制御、インセンティブ付
与の実証を予定 
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②ベンチマーク方式
による見える化 

③機器制御 

     ＋ 

 インセンティブ  

     付与 

①お客さまの履歴情
報による見える化  



《参考》HEMSへの取組み ～お客様の履歴情報による見える化～ 

Webサイトでガス使用量を検針頻度（1回/月）で「見える化」 

給湯器のリモコンで給湯器のガス使用量、家全体の電気使用量をリアルタイムで「見える化」 

エネルックリモコン（給湯器リモコン） 

PCやTVでの見える化ツール（試作検討中） 

Webにおける表示（My Tokyo Gas） インホームディスプレイにおける表示 

発
電
・
熱
を
含
め
た
表
示 

ガ
ス
使
用
量
の
表
示 

開発中 
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《参考》HEMSへの取組み ～マンション内でのランキング表示～ 

当社は、伊藤忠都市開発様の１物件78戸において「HEMS＋省エネ診断レポート」に関する実証
試験を3年間の計画で実施中。コミュニティ内でのランキングの活用により、省エネ行動を効果的に
促進する仕組みを検証中。 

事前に行ったトライアル物件では、マンション内の他世帯と省エネ性を比較するエコランキングに
対する高い評価を確認。 

エネルックリモコン

通信装置

東京ガス（株）（データ分析・アンケート収集・レポート作成）

インター
ネット

マンションの各お客さま宅

・エネルギー詳細レポート
・省エネアドバイス
・省エネランキング

省エネ診断レポート・ガス量
・電力量
・給湯器情報

エネルギーデータ

宅内エネルギー表示

電力量ガス量

アンケート
回答

分電盤ガスメーター

給湯器
情報

風呂

床暖房

ミストサウナ

エコジョーズ

宅内表示用
データ

省エネ診断用
データ

エネルックリモコン

通信装置

東京ガス（株）（データ分析・アンケート収集・レポート作成）

インター
ネット

マンションの各お客さま宅

・エネルギー詳細レポート
・省エネアドバイス
・省エネランキング

省エネ診断レポート・ガス量
・電力量
・給湯器情報

エネルギーデータ

宅内エネルギー表示

電力量ガス量

アンケート
回答

分電盤ガスメーター

給湯器
情報

風呂

床暖房

ミストサウナ

エコジョーズ

宅内表示用
データ

省エネ診断用
データとても関心がある

関心がある

関心がない

エコランキングに対する関心度

※別トライアル物件における調査結果

とても関心がある

関心がある

関心がない

エコランキングに対する関心度

※別トライアル物件における調査結果
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