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第２回スマートメーター制度検討会 

 

日時：平成 22年 7月 1日（木） 

場所：経済産業省 本館 17階国際会議室 

 

議題 スマートメーターの機能①（需要家情報の活用）について 

 

○三田課長 

 それでは定刻となりましたので、第２回スマートメーター制度検討会を開催させていた

だきます。委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、大変

ありがとうございます。 

 初めに、御欠席された委員の代理で本日御出席の方を御紹介させていただきたく思いま

す。齊藤委員にかわりまして大澤委員代理、重松委員にかわりまして林委員代理、そして、

服部委員にかわりまして浅野委員代理に御出席いただいています。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、以降の議事進行を林座長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○林座長 

 林でございます。御多用中のところ、多数の御出席、本当にありがとうございます。前

回いただきました大変な御高説に引き続きまして、本日もまたよろしくお願いいたします。 

 まず、事務局から資料の確認をお願いしたいと思います。 

○三田課長 

 それでは、お手元に資料がございますが、資料１から８－１、８－２、そして参考資料

の全体で１０の資料をお配りしてございます。こちらにつきまして、もしも不足等がござ

いましたら、事務局までお申しつけください。 

○林座長 

 それでは改めまして、本日の議題について三田課長より御説明をお願いいたします。 

○三田課長 

 本日でございますが、議題といたしましてはスマートメーターの機能、需要家情報の活

用についてでございます。先般の第１回の検討会におきまして、スマートメーターとエネ

ルギーマネジメントシステム全体の機能、そして課題について、もちろん現実には全体が
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一体として発展しているところではございますけれども、議論を整理していくために幾つ

かの機能に分けているところでございます。その中で先般、Ａ３の参考資料の中にも書い

てございますが、需要家による省エネ、省ＣＯ2 等のためのデータの活用という機能につ

いて御説明させていただきました。こちらにつきまして現在のビジネス、あるいは技術と

いった動向がどうなっているのかといった点につきまして、関係される委員の方から本日

はプレゼンテーションをしていただきたいと思っております。 

 またあわせまして、特にアメリカにおいてこういった需要家データを活用したビジネス

が発展してきてございますので、アメリカにおけるスマートメーターの活用の状況につい

てもプレゼンをお願いしたいと思っております。 

 本日はプレゼンがかなり多くございますので、ちょっと時間を長くとらせていただきま

して、２時間半という形で進めさせていただきたいと思っております。よろしくお願いい

たします。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。それでは、まずグーグル株式会社・村上名誉会長より

資料３に基づきましてプレゼンを行っていただきます。村上名誉会長、よろしくお願いい

たします。 

○村上委員 

 村上でございます。今日は、グーグルのパワーメーターというスマートメーターからの

データをハンドルする仕組みのところを御説明したいと思っております。その背景として、

グーグルがなぜそういったところをやろうとしているのかというあたりからお話ししたい

と思います。 

 御存じの方もいらっしゃると思うんですけれども、グーグルがどういうビジネスモデル

で仕事をしているかといいますと、この３つの決め事の中で仕事をしております。まず、

自分たちがやっていることは一体何なのかということですが、基本的に世界の情報を整理

して、その情報にユーザーの方々がアクセスできるように、その情報を使えるようにする

ということを私たちのレゾン・デートルというか、会社の使命と決めさせていただいてお

ります。 

 それから、もう一つ決めておりますことは、サービスそれ自体は課金せずに無料で提供

するということでございます。これは、どうしてそんなことを決めているのかというと、

課金しようとすると、サービスそれ自体を完璧につくり上げるというよりは課金しやすい
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サービスをどうしてもつくりがちで、その懸念を払拭するためにサービスそれ自体は無料

で提供しよう。しかしながら、私企業ですので、それをどうやって財務的に支えるかとい

うことで、これもできれば 100％広告収入という、事業が存続するためにおいて収入源と

して永続的にありそうなものにより依拠したいと思っております。 

 昨年度で２兆 4,000 億ぐらいの全世界の売上ですが、97％が広告からちょうだいしてお

ります。この三つを支える中心として、当然ながら技術を大事にしながら仕事をしてきて

いるわけでございます。このビジネスモデルの現在に至る結果として、期せずして、いわ

ゆるクラウドコンピューティングという新しいコンピューティングスタイルを提唱すると

いうか、そういう仕組みで皆様方に今のサービスを提供する形になりました。これについ

ては詳しくは申し上げません。 

 悩ましいのは、無料で提供するのは言うはやすく行いがたしというところがありまして、

例えば You Tubeという動画の共有サイトを運営しているわけですが、わかりやすいのでこ

の例で申し上げますと、１分当たり 24時間分のデータがアップロードされてくる現状でご

ざいます。そうなると、どうしてもデータセンターで廉価に運営していけるかが重要にな

ってまいります。 

 そういう背景のもとに、例えば昨年発足したオバマ政権のグリーン・ニューディールと

いうものに対してコミットしてきていることも隠し立てしていないわけです。なぜかとい

うと、データセンターを運営していく上で、例えばこんな感じのデータセンターですが、

これもかなりコストダウンを図った形ではあるんですけれども、おかげさまで我々のハー

ドウエアコストはムーアの法則で 18 カ月で大体コストパフォーマンスが倍になるという

ことで余り心配はしていないんですが、一方で電力コストということは極めて重要になっ

てまいります。 

 これも努力はしないとだめですので、いわゆるグリーンＩＴということで、データセン

ターの省エネ化を心がけてきております。例えば１つの指標として、データセンター全体

の電力消費をコンピューター機器の電力消費で割ったＰＵＥという指標がございます。パ

ワー・ユーセージ・エフェクティブネスです。これはアメリカが 1.7ぐらいで、来年に 1.2

ぐらいにしましょうという申し合わせがあるわけですが、これを何とかして達成していこ

うということで、先ほどお見せしたデータセンターに比べましても、最新のデータセンタ

ーもこんな形で天井も外壁もない状態で、つまりは冷却その他に余り電力を使わないよう

にしようということです。これはベルギーにあるものですが、1.1 というあたりを目標と
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して達成しつつあるということでございます。 

 そういう努力は続けているんですが、努力を続けたとしても最終的にやはり低廉な電力

の供給を要請せざるを得ないことになります。そのあたりについて、私どもとしては再生

可能エネルギーに大きな期待を持っておりまして、これは私どものオフィスですけれども、

オフィスのピークの電力を太陽光エネルギーで３分の１ぐらいをまかなっている形でござ

います。それと同時に、それにとどまらず、なかなか再生可能エネルギーは、御存じのよ

うにまだ高いので、それを石炭火力よりも低くしようというプロジェクトも行っておりま

す。自分たちだけでやっているわけではなくて、当然ながらそういったことに力のある会

社と協力してやっているということでございます。 

 それと同時に、アメリカの社会に対していろんな提言をこの分野でしておりまして、１

つは、Clean Energy 2030、2030 年までにこういうことをしませんかということで、赤い

ところは石炭火力ですが、今は 50％ですけれども、2030年にはそれをやめませんかという

話と、ライトブルーのところから薄い緑のところまでですが、再生可能エネルギーで石炭

火力にかえましょう。それと、３つ目が黄色い部分で、全体的に社会の省エネを図って電

力需要を今のままで維持しませんかということを提案したりしております。 

 再生可能エネルギーになると、御存じのように、どうしてもスマートグリッドの必要性

が出てくることになります。我々としてはそういう観点から仕事をしているんですが、具

体的に何を今できているかというと、今日、御説明しますパワーメーターというところで

ございます。無料のエネルギー監視ツール、自分の家庭のエネルギーの使用状況をオンラ

インで監視可能、スマートメーター、あるいはその他のメーターとの接続が可能な形をと

っております。 

 これは、いわゆるミッションステートメントに述べた世界の情報に世界の人々がアクセ

スできるようにするということの範疇に入るわけです。その一環であると我々は位置づけ

ております。具体的な一例としては、こういう新しいスマートメーターをお願いしますと

いうことで、これはドイツの例ですけれども、物理レイヤーは余りこだわらないんですが、

とにかく無線ＬＡＮまたは有線ＬＡＮのインターフェイスを設けて、そのインターフェイ

スを通じて、データを、10 分とか 30 分刻みなど、できる限りリアルタイムにいただきた

い。そういうスマートメーターでない場合は、電力会社さんの御協力を得て電力会社さん

から、例えば１時間単位みたいな形でデータをいただけませんかというお願いをしており

ます。 
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 スマートメーターの形ではない、いわゆるクランプ型のものも出始めていまして、この

メーターからも無線ＬＡＮまたは有線ＬＡＮのインターフェイスで、そこからなるべくリ

アルタイムでデータをくださいということでございます。 

 ただ、このデータがどういうふうに扱われるかというと、あくまでも消費者、ユーザー

の持ち物であるという原則に基づいております。預かり先は iGoogleと呼ばれる個人用の

ホームぺージのスペースを考えていただいたらいいんですが、個人、つまり消費者の持ち

物としてそこにデータがあるという形をとります。もちろんそれはクラウドのデータセン

ターのほうで預かっている形はとっているんですけれども、あくまでもそれは消費者のデ

ータでございます。これまでの経験でいいますと、皆さん、大体１日に３回ぐらい訪れる

方が 48％で、１日に１回ぐらいにご覧になる方が 73％で、それから、３日に１度ぐらい御

覧になる方が 86％みたいな経験値を得ております。 

 具体的な説明はしませんが、上段は御協力いただいたユーティリティー、あるいは電気

メーカーさんとのタイアップでございますので、その方々からのメッセージも出るように、

もちろんメーターのデータが見られるように、下にはタイアップされたユーティリティー、

あるいはメーターのメーカーさんのロゴが入る形の仕組みになっております。 

 現在、こんなユーティリティーの会社、あるいはメーターの会社さんとの協力関係のも

とに進めております。 

 一番気になるところは、皆さん、やはりプライバシー、あるいはセキュリティーのとこ

ろだと思うんですが、先ほど挙げた会社さんと共に大体１年近くの試行の結果、十分心配

ない形で運営できそうだということで、例えば消費者個人が特定できる情報をいただいて

いるわけじゃない、あるいは、ユーティリティーの方々、消費者とのやり取りに関するデ

ータを我々は必要としていないとか、消費者がやめたいということはいつでもできる、あ

るいは、データそれ自身は、我々が非常にセキュリティーが高いと自負しておりますクラ

ウド上でやり取りされているので、極めて安全であると考えております。 

 その成果のもとに、ことしの３月に私どもはこのＡＰＩをすべて公開いたしまして、先

ほどのパートナー以外のところに全面的にお使いいただけるようにしたところでございま

す。 

 以上です。ありがとうございました。 

○林座長 どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、日本ＩＢＭ株式会社・中山理事よりお手元の資料４につきまして
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プレゼンを行っていただきます。中山理事、よろしくお願いいたします。 

○中山委員 こんにちは、日本ＩＢＭの中山でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。こういう機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 本日はこういう目次で御説明させていただきます。まず最初に、ＩＢＭとはどんな会社

か簡単に御説明いたします。それから、今回のスマートメーターにまつわるシステムイン

フラの概要をこう理解しているということを御説明いたします。その後で、私どもが携わ

っております事例を２つ、御紹介します。そして、それらからの気づきを御紹介させてい

ただきたいと思っております。 

 まず、日本ＩＢＭでございますけれども、日本で 74年の歴史を持っております。ちなみ

に、コーポレーションが来年で 100周年ということでございます。我々、日本ＩＢＭの使

命は、何しろ日本の国、日本の企業、それから日本の国民の皆様の貢献に資することが最

大の使命でございまして、それゆえに存在価値がある企業でございます。 

 ２つ目に、ＩＢＭは一昨年の秋に Smarter Planet というコーポレートビジョンを発表し

ました。これは、世の中にあるさまざまな非効率的な問題をＩＴを利用することで解決し

ていこうというビジョンでございます。スマートグリッドは我々の Smarter Planet の１つ

の非常に大きなテーマとなっています。 

 具体的に、ＩＢＭがスマートグリッドの中で何をやっているかでございますが、大きく

は３つやっております。１つは送配電網の変革、それから２つ目に右下でございますが、

温暖化ガス排出量の削減、それから２つ目に左下でございますが、消費者との連携。それ

と、それに付随する形でスマートハウスなどのプラットフォームの事業をやっております。 

 ＩＢＭの特徴はＢtoＢに特化しておりまして、ＢtoＣのような、みずからが事業を行う

ところは基本的にやっておりません。 

 これはスマートメーターにまつわるシステムの模式図ということでかいております。左

側の家からメーターが出て、それがネットワークを通ってデータセンターに行って、デー

タ収集システム、データマネジメントシステム、それから、その先にありますユーティリ

ティー会社様の業務アプリケーションシステム、そこから外部に出しまして、見える化の

システムで各家庭のほうに提供して、それが宅内機器やウェブで見えるようになっている

というのが、おおよそのスマートメーターにまつわるシステムのインフラだと理解いたし

ております。 

 この絵は後ほど出てきます２つの事例に照らし合わせて、ここのところが重要ですとい
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うところを使わせていただきたいと思います。 

 １つ目の事例でございますが、これはマルタ島、マルタ共和国の事例でございます。約

40 万人の住民がいらっしゃると聞いております。2008年から 2012年のプロジェクト期間

でございます。プロジェクトのねらいといたしましては、水と電力のエネルギーの見える

化を実施する、それによって省エネルギーを実現するということでございます。もう一つ

は、水と電力の供給会社様の運営を効率化するということでございます。３つめは、盗電・

盗水が非常に多かったということで、これを削減したい。それによって売上を上げたいと

いうことでございます。 

 特徴といたしましては、電力会社と水道事業会社様が共同でシステムを構築されたとい

うことで、これの共通化、標準化を進めるということでございます。それから、メーター

のデータ収集は共同運営で実施されているということ、そして、それを弊社ＩＢＭが実施

させていただいています。そして最後に、消費者様はインターネット経由で使用状況を確

認することができ、最適な契約形態を選ぶことができるということが特徴となっておりま

す。 

 今、御説明しました事例は、先ほどのページと同じでございますが、電力メーター、水

道メーターのところから共同化、標準化されましたデータセンターのほうに行きまして、

それを見せる化する仕組みがあります。それを見ることができるということになっており

ます。 

 ２つ目の事例でございます。これはテキサスの Oncor社の事例です。プロジェクト期間

が 2010年から 2012年で、スマートメーターの導入台数 340万台が目標にされています。

プロジェクトのねらいは、消費者のほうに電力のエネルギーの見える化を提供すること、

それから、宅内の機器と接続して、デマンドレスポンスを実現する。そして、州政府の要

請によって全軒でスマートメーターを設置すること。そして、供給会社様、後ほど出てき

ますが４社の配電会社様が共同で見える化の仕組みを構築して、運用しているということ

でございます。 

 左下のほうに導入されたメーターの数が書かれていますが、現時点で 107 万台の導入が

されています。宅内にはスマートメーターのほかに、ここに書いてありますように、イン

ホーム・ディスプレイ、それからエネルギー・サービス・ゲートウェイが設置されており

ます。インホーム・ディスプレイのほうは低所得者の方々には無償で配布されると聞いて

おりまして、見える化を通じて省エネを促していくということでございます。それから、
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エネルギー・サービス・ゲートウェイのほうはピーク情報等々を家庭にフィードバックす

ることで、ピークカット等々のデマンドレスポンスを実現していくということでございま

す。 

 このエネルギー・サービス・ゲートウェイは写真に実は３つのアンテナが立っておりま

すが、１つはスマートメーター、もう一つは宅内の家電機器、もう一つはインターネット

につながっております。 

 続きまして、ここのシステムのスマートメーター・ポータルでございますが、先ほど言

いましたように、４社の配電会社さんが共同でこのシステムをつくられたということでご

ざいます。そして、小売業者 300社が消費者の了解のもとでこのデータを見ることができ

るというものでございます。ＩＢＭは、この配電会社４社様のコンソーシアムからシステ

ム構築を受けております。これは先ほどの模式図に照らし合わせると、電力メーター、そ

れから見える化のところの共同化、標準化、それからウェブでここが見えますというとこ

ろが対象となっております。 

 今見てきました２つの事例からどんなことが気づくのかということで、４つ、ピックア

ップしてみました。１つは、ナショナルアジェンダといいますか、国家的な課題の優先順

位が明確である。米国においては、化石燃料からの脱却とＣＯ2 の削減、エネルギー逼迫

への対忚を最大の目的ということで、スマートメーターが導入されているということでご

ざいます。 

 したがいまして、このスマートメーター、スマートグリッドの推進に当たりましては、

何のためにこれが要るのか、何を目的にこの検討を進めるのかが重要だと思うんですけれ

ども、やはり議論の途中で立ち帰ることができるよりどころとして、このナショナルアジ

ェンダは何なのかということをしっかりと共有することが非常に重要じゃないかと思って

おります。 

 それから２つ目には、多くの事例で消費者の参画がうたわれております。消費者にエネ

ルギーを情報提供すること、そして、それに基づいて公表していただくことでございます。 

 ３つ目に、そういった目的を達成するために制度や慣習を見直すというのが大前提とし

て考えられているということでございます。 

 そして、最後にユースケースでございますが、やはりスマートメーターの仕様をどうす

るのか、制度をどうするのかを考える大前提として、ユーザー様の利用シーン、それから

ユースケースといったものを明快にして進めていくことが重要なのかと思っております。



 9 

それによって標準化が推進され、コスト削減、スピード化もできるのではないかと考えて

おります。 

 ユースケースですけれども、幾つか事例を出しております。ユースケースの利用シーン

も含めた形で書いております。先ほど言いましたように、メーターの仕様、機能、制度を

どう変えるかということに当たっては、まずこれが必要じゃないかと弊社では考えており

ます。いろんな立場の方々、消費者の方々、ユーティリティー企業の方々、メーカーの方々、

それから国等々、関係者がこのスマートメーターに寄せる期待を出し合って、それを整備

してスマートメーターに必要な機能は何か、仕様は何か、制度変更は何が必要かというこ

とを整備する最初の活動としていただくのはどうだろうかと考えております。 

 まとめでございますけれども、私どもとしては低炭素社会を実現するという観点では、

やはり消費者の皆様に参画いただくことが必要ではないかと考えておりまして、情報を消

費者や施策実行者の方々が見ることができ、それをベースに省エネ行動をすること、それ

から、安定供給のためにも消費者様が貢献できる部分があるのではないかと思っておりま

す。 

 最後に、参考資料としまして２ページつけておりますけれども、これは何かといいます

と、幅広い関係者と、それからいろんな議論があると思いますので、議論の論点がどこか

というところを常に明快にしながら進めたほうがいいのではないかと思っておりまして、

今議論しているのはサプライサイドの話なのか、デマンドサイドの話なのか、あるいは、

その間の協調領域の話なのか、その論点は何なのかということを意識して進めることが１

つ重要かと思っております。 

 それから２つ目でございますが、先ほど御提案させていただきましたユースケースでご

ざいます。それを踏まえてスマートメーター全体のライフサイクルを見渡した上で、それ

ぞれの関係者がどこでどういう役割を担っていくのかを整理していくことが重要になって

くるのではないかと思っております。 

 私の御説明は以上でございますけれども、やはりユースケースを共有し整理するという

ところをぜひ提案させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○林座長 

 中山理事、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、パナソニック株式会社・石王本部長様より資料５につきましてプ
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レゼンテーションを行っていただきます。石王本部長様、よろしくお願いいたします。 

○石王委員 

 パナソニックの石王でございます。 

 今日は特に住まい、家の需要家の立場ということで、ＨＥＭＳエネルギーマネジメント

を尐し紹介いたします。日本で既に販売しております商品でございますので、これの御紹

介と、ヨーロッパのデンマークのほうでスマートメーターを使ったＨＥＭＳの展開がござ

いますので、この２点を御紹介いたします。そして最後に、コメントという形で説明いた

します。 

 今日の説明はこの開発をずっと担当した我々の天野から発表してもらいまして、その後

に尐し私から補足したいと思います。 

○パナソニック（天野理事） 

 パナソニック・エナジーソルーション事業推進本部の天野と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、今、紹介がありましたように、日本でのＨＥＭＳ展開の概要と、現在ヨーロ

ッパで展開しております概要の紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、日本での展開の概要でございますが、これは戸建ての新築住宅を中心にいたしま

して、現在、展開してございます。電気の使用量の見える化を中心としましたシステムで

ございます。 

 このＨＥＭＳのシステムは３つの機器から構成されてございます。まず、ホームネット

ワークシステムの全体の司令塔の役割を果たしますのがホームパネルといった機器でござ

います。それから、皆様のおうちの電気の入り口として必ず存在いたします住宅用の分電

盤、この中に電気の使用量をモニタリングしますパナソニックオリジナルな電流センサを

搭載してございます。それから、簡単操作のタッチパネルタイプのコントロールパネルと

いった３つの機器から構成されるシステムでございます。 

 このほかにワイヤレスのセキュリティシステム、あるいはワイヤレスのホームコントロ

ールシステムといったサブシステムをつないでいただきまして、トータルなソリューショ

ンを展開できるといったシステムでございます。 

 そして、このネットワークインフラにデジタルテレビをつなげていただきますと、デジ

タルテレビからエネルギーマネジメントやセキュリティー、ホームコントロール、あるい

はインターネットを通じまして外出先の携帯電話からエネルギーマネジメントやセキュリ



 11 

ティー、ホームコントロールができるといったシステムでございます。 

 そしてこのシステムは、2008年 7月に北海道の洞爺湖サミットがございましたが、その

ときのゼロエミッションハウスに搭載していただきまして、世界に紹介させていただいた

システムでございます。また、グリーンＩＴ推進協議会様の経済産業省商務情報政策局長

賞などの賞をいただいてございます。 

 それでは、システムの特徴を簡単に紹介させていただきます。一番大きな特徴は、ここ

にございますように、きめの細かな電気のモニタリングができるといったところでござい

ます。今までのホームエネルギーマネジメントシステムの電気の使用量のはかり方は、そ

ちらの右にございますようなＣＴ、カレントトランスといったものをブレーカーにつなげ

てはかるといったところでございましたけれども、それでいきますと分電盤全体の主幹の

ブレーカーにつなげたり、小回路の分電盤にはできるのでありますけれども、すべての電

気ブレーカーにつなげることはできませんでした。パナソニックはオリジナルの非常に小

さな電流センサーを開発いたしまして、メーンのブレーカーだけではなくて分岐のブレー

カーすべてに電流センサーを搭載しておりますので、電気ブレーカーにつながりました機

器の電気使用量がきめ細かくモニタリングできるシステムでございます。そして、それを

３秒間に１回データ伝送いたしますので、リアルタイムに個々の電気のブレーカーにつな

がりました電気機器の電気の使用量がモニタリングできるといったものです。 

 今は新築の家はほとんど、例えば冷蔵庫、あるいはエアコンといったものはそれぞれ個々

のブレーカーに１対１でつながっておりますので、個々で電気の使用量がわかるというこ

とでございます。 

 これはデータの事例です。その内容でございますが、御覧いただきますように、青い四

角のところが御家庭の分電盤でございます。主幹がありまして、分岐のブレーカーがあり

まして、例えば色をつけておりますのが冷蔵庫、コンセントが冷蔵庫につながっていると

ころです。それから、食器乾燥機といったところがそれぞれのブレーカーにつながってい

ますので、個々の電気の使用量がわかるといったところでございます。でありますので、

冷蔵庫のコンセントではどうか、あるいはリビングのコンセント、これはホームカーペッ

トがつながっていますけれども、そういったところのものがきめ細かくわかるところでご

ざいます。 

 あと、こちらのグラフにありますように、それぞれの機器がどんな使用量の変化をして

いるかもわかります。例えばここにございますように、リビングのコンセント、先ほどの
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ホットカーペットですけれども、これはどんどん使用が減ってきている。これはちょうど

４月、５月、６月となっておりますけれども、給湯器の使用がだんだん減ってきている。

逆に冷蔵庫は電気の使用量がふえてきている形で、何にどれだけ電気が使われていて、何

がふえてきているかまでがきめ細かくわかるといったところでございます。 

 今は、例えば先月に比べまして今月は電気の使用量が上がったということでも、どうし

て上がったんだろうかがわからなかったり、あるいは、省エネしたいと思ってもどこを省

エネしていいかわからなかったりといったことがありますけれども、このようなきめ細か

いモニタリングによってそのような省エネ行動につなげる貢献にしたいと考えてございま

す。 

 それから、そのような省エネ推進を楽しくしていただくための方法といたしまして、こ

のようなペンギンのアニメーションを考えてございます。今月の省エネ推進がうまくいっ

ているときには、図にございますようにペンギンが乗っております氷の島が大きくなって、

たくさんペンギンが乗っているアニメーションになります。うまくいっていないときには、

図にございますように氷の島が溶けて小さくなって、ペンギンが海に落っこちてしまって

いるといったアニメーションになります。このようなことがありまして、お子様でも一目

見て、今月は省エネがうまくいっているかどうかということがわかっていただける工夫を

してございます。 

 また、画面の真ん中で博士帽子をかぶっておりますのが博士ペンギンですけれども、博

士ペンギンを押していただきますとアドバイスがあらわれるという工夫がしてございます。

そして、楽しく省エネ推進をしていただける工夫をしてございます。 

 それから、太陽光発電との連携で、現在、太陽光発電がどのぐらい発電しているか、あ

るいは、売電状況はどうか、過去の発電状況はどうかといったものがビジュアルに見てい

ただけるというところも実現してございます。 

 また、賢いコントロール機能といたしまして、ここにございますようなピークカットの

コントロール機能を実現してございます。これは東京電力様との共同開発で実現いたしま

したものでございます。こちらにございますように、お父さんがパソコンを使っておりま

して、お子様がテレビゲームをしていて、奥さんが台所で電子レンジ、あるいは調理器具

を使っていて、一遍に電気の使用量が上がったといったときに、電気の使い過ぎですとい

ったお知らせをいたしまして、優先度の低い、例えばエアコンを切ってまた使用量が下が

ると自動復帰するといった機能を実現してございます。これは戸建ての住宅、あるいはマ
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ンションで実現してございます。 

 このようなＩＴを使いました省エネと同時に、機器による省エネも実現してございます。

それはエコナビといった展開でございますが、パナソニック独自のセンサー技術と、それ

から最適運転を実現しますプログラム技術によりまして、使用環境に合わせて賢く省エネ

をするといった展開を実現してございます。 

 このようなＨＥＭＳの展開でございますが、皆様の御協力をいただきまして実証実験い

たしました結果でございますが、関西地区の 300軒の御家庭で実証試験をした結果でござ

います。温度センサーや人感センサーといったところを使いました省エネ制御、そして、

電気の見える化といったところの実証実験をいたしてございます。その結果で、直近１年

間のＣＯ2削減率で 8.7％、そして、ここにございますような省エネ行動につながるといっ

た結果が出てございます。8.7％のＣＯ2削減、そして、ＨＥＭＳが省エネに有効であると

いったことが実証できたと考えてございます。 

 以上が、現在展開しておりますＨＥＭＳの概要でございます。続きまして、ヨーロッパ

の展開の概要でございます。皆様、御承知のように、ヨーロッパは南ヨーロッパから北ヨ

ーロッパ、そして中央ヨーロッパといった形でスマートメーターが設置されてきています

けれども、スマートメーター設置と、実際に運用が始まってまいりますと新しい課題が出

てきています。それは、スマートメーターは１軒全体の電気の使用量はわかるんですけれ

ども、先ほど説明いたしましたような個々の機器の使用量がわからなかったり、あるいは、

きめ細かな個々の機器の制御ができないという問題がございます。ヨーロッパではスマー

トメーターと家の中の機器の連携が切れているということでMissing Linkといった呼び方

をしています。そのような課題の解決策としてスマートメーターとＨＥＭＳの連携が重要

視されてきています。 

 実際にコラボレーションしておりますのがデンマークの電力会社のＳＥＡＳ－ＮＶＥ社

という会社です。デンマークの電力事情を尐し御紹介いたしますと、Nord Poolといった

電力の取引市場がございまして、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン

といった国がここで電力の取引をしています。そして、発電会社、送電会社、配電会社と

分かれていて、デンマーク国内で 75の電力会社が存在するということでございます。 

 そして、風力発電が非常に盛んに行われておりまして、総消費電力のうちの 19％が再生

エネルギーといった展開をしてございます。現在、コラボレーションしておりますＳＥＡ

Ｓ－ＮＶＥ社は顧客数が 40万世帯で、デンマーク第２位の送電と配電を担当されておりま
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す電力会社様でございます。 

 このＳＥＡＳ－ＮＶＥ社様はさまざまな先進的な取り組みをされておりまして、例えば

ここにございますように、コペンハーゲンから 150 キロぐらい離れましたロラン島という

島におきまして、洋上の風力発電を 75基展開されておりましたり、そこでつくりました電

力によりまして水を電気分解いたしまして水素を再生いたしまして、ここにございますよ

うなタンクに貯蔵いたしまして、パイプラインで家庭に送って、直結型の燃料電池で給湯・

暖房するといった実証実験をされてございます。 

 そして、今回スマートメーターの展開で進めてきたところでございます。スマートメー

ターの展開は 2009年５月からスタートされておりまして、2011年末までにすべてのお客

様にスマートメーターを設置する計画でございます。今回のコラボレーションはＳＥＡＳ

－ＮＶＥ社さんが送電・配電、そして御家庭のスマートメーター設置までされまして、パ

ナソニックがＨＥＭＳを展開するといったコラボレーションでございます。そのシステム

の概要はＳＥＡＳ－ＮＶＥ社様がスマートメーターまで展開されまして、パナソニックの

ＨＥＭＳのコントローラーと連携する。そして、先ほどの電気使用量の見える化や機器の

遠隔制御やセンサーによります省エネ制御、それから、北欧でありますのでエネルギーの

消費のうちの７割、８割が給湯・暖房でありますので、それに対する制御といったものを

現在考えてございます。 

 そのような展開を、昨年 12月にＣＯＰ15がデンマークでありましたけれども、それに

合わせましてコペンハーゲン近郊のお家を借りまして、デモ展示をしてございます。ここ

にございますようなスマートメーターを玄関につけまして、ＨＥＭＳコントローラーを連

携いたしまして省エネ制御と電気の見える化といったところを実施してございます。 

 それでは、デンマークのＳＥＡＳ－ＮＶＥ様自身がおつくりになった映像を尐し御覧い

ただきたいと思います。 

（映像紹介） 

 これがスマートメーターです。説明しておりますのが、ＳＥＡＳ－ＮＶＥ社の営業担当

の方です。 

 このペンギンアニメーションが、昨年のスペインのバルセロナでスマートメーターフェ

アがあったんですけれども、そこで展示しましたときに、好評でした。 

 この方はＳＥＡＳ－ＮＶＥ社の技術担当の方です。 

 以上でございますが、今後の展開といたしまして、先ほど御説明いたしました電気の見
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える化、あるいはセンサーによる制御といったところの現在のＨＥＭＳ展開から、創エネ

機器連携、蓄エネ機器連携といったことによりまして快適性とエコが両立するようなＨＥ

ＭＳを今後展開していきたいと考えてございます。 

 またスマートグリッド側の上流の電力・ガス会社様からさまざまな御要望をいただきま

して、完成度の高いＨＥＭＳシステムに仕上げていきたいと考えておりますので、今後と

もよろしくお願いいたします。 

○石王委員 

 今、事例を２つ御紹介したんですけれども、実は世界中で HEMSを共同で開発しておりま

す。特に気づきという点で尐しまとめたいと思います。 

 １つ目は、需要家という使うほうの事情、サプライサイドとの緊密な連携が要るわけで

す。ですから、我々としては電力、もしくはガス会社様といろんな情報をどういうものが

必要かと、密接に連携させていただきたいと思っています。実際、例えば電力料金のトー

タルのデータも毎月なのか、毎日なのか、そういう状況を尐し整理した中でＨＥＭＳとの

情報の共有化をしたいというのが１点ございます。 

 もう一点は、国や地域によって事情が異なりまして、グローバルで一様なＨＥＭＳはな

いと思っています。例えば電力が供給に対して余裕があるか問題があります。電力料金が

高いか安いかという問題もございます。もう一つは税制やＦＩＴがどうなっているかとい

う問題もあって、これは１つ問題です。もう一点は、実は天候でございます。日照がよく

あるか、風が強いかどうかという国の天候、気候の状況が２点目にある。３つ目は生活ス

タイルです。たくさんお湯を使うか使わないか、もしくは非常にむだな電力を使っている

生活かどうかというところで差がございます。４点目が環境の意識です。消費者がどのぐ

らい環境に対して意識があるか、お金を払えるかによって、ＨＥＭＳの仕様が全部変わっ

てきます。この４点を尐し整理した上で、それぞれの国に合ったシステムを提供しないと

いけないと思っています。 

 もう一点は、これから多くの御家庭にＨＥＭＳを入れていく場合、いろんな方、例えば

御高齢の方がいらっしゃいます。操作が簡単でコストを安くしないと普及しないと思って

います。デジタルデバイドと言われている、技術になかなか乗り切れない方もいらっしゃ

るということもあります。同時にこれはユーザーにコスト負担がかかりますから、所得が

尐ない方もいらっしゃるので、デジタルデバイドではなくスマートグリッドデバイドにな

らないように考えていかないと、一部の方を置き去りにしてＨＥＭＳが進んでいくことは
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あってはならないと思っています。ここに、簡便に低コストで提供できるものが必要かと

思っています。 

 以上でございます。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、日本電信電話株式会社・宮崎チーフプロデューサーより、お手元の資料６

につきましてプレゼンを行っていただきます。宮崎チーフプロデューサー、よろしくお願

いいたします。 

○宮崎委員 

 ＮＴＴの宮崎でございます。よろしくお願いいたします。本日はこのような貴重な時間

をいただきまして、本当にありがとうございます。ユーザー側のサービスの視点で尐し話

をさせていただきたいと思います。 

 我々は通信事業を業としております企業でございますけれども、日々、競争にさらされ

ながらもお客様が要望するサービスやニーズをつかむことに注力しながら、今やっている

ところでございます。通信事業のスピードは非常に早うございまして、使用する設備、そ

れから更改計画などの立てる余裕のなかなかないまま、次のサービスの検討や設備の検討

などをせざるを得ないような状況になっているところでございます。 

 本日の議題になりますけれども、ユーザーサイドのサービスの検討でございますけれど

も、10年前に我々が経験いたしましたインターネットの黎明期に似ていると、私自身、ち

ょっと思っております。ちょうど 10年前に日本でもＩＳＴサービス、それからインターネ

ットのアクセスネットワーク、こういうところからどんなサービスが出てくるのかを検討

しながら、大容量のファイル転送なども今では普通ですけれども、映像転送などをユーザ

ーが行い始めまして、通信分野の逆潮流が始まったわけでございます。そういう中でデー

タ量の流量制限やデータに紛れて優先制御などをどうするのかということに関連して、制

度設計やネットワーク設計、運用を検討してきた記憶がございます。まさに今、エネルギ

ー分野で検討しているような中身に類似するのかと思っている次第です。 

 今、主なところをハードをつなぐというところも当然でございますけれども、それはス

タートラインではないかと思っております。それに加えて、さらに数年後を想定したサー

ビス戦略みたいなものを検討していく組み合わせが大事ではないかと思っています。ツイ

ッターや iPodなど、10年前ではなかなか予想していなかったサービスがどんどん出てく
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ることを考えますと、やはりハードの議論は始まりであって、ソフトも含めたサービスの

検討も含めて、海外展開も含めて検討するのが大事ではないかと思っているところでござ

います。 

 それでは、資料を説明させていただきたいと思います。 

 1枚目に「情報ネットワーク機能分離」と書いてありますけれども、日本の送電エネル

ギー供給ネットワークは世界一でございます。これは皆さんが認めるところでございます。

安定性、信頼性含めて誇れるものでございます。一方で、ユーザーの意識といいますか、

お客様の意識として環境やエコ、省エネという関心が非常に高まっていることからします

と、エコや省エネに関するサービス提供のニーズは非常に強くなってくるわけでございま

す。 

 具体的には、従来の電気料金の料金表示サービスを越えまして、例えば料金の明細サー

ビスや電気の使用量の可視化、さらには効率的な電気の使用、先ほどのアドバイス機能と

いうサービスなども紹介されておりましたけれども、そういうサービスのニーズがいろい

ろ出てくると考えてございます。 

 そういう中で、個人のニーズも当然でございますけれども、一方で供給者側といいます

か、ハウスメーカーさんやビルのオーナーさんなどもビルやハウスの差別化戦略として、

こういう省エネやエコに関するサービスの検討・開発を今行っているところを含めまして、

やはりアーキテクチャーの検討は非常に大事かと考えているところでございます。 

 そういう意味で、ここに書いておりますけれども、従来のメーターの計測サービスに加

えまして、サービスゲートウェイも活用しましてメーター情報やカレンダー情報なども組

み合わせて、よりユーザーが望むサービスを提供するのが大事なのかと考えております。 

 次ページは飛びますが、まさに今言いましたところの仕掛けといいますか、機能構成が

この図でございます。今言ったところでございまして、スマートメーターの機能は赤く書

いているようなシンプルな機能、それから、サービスゲートウェイは付加サービスみたい

なものをやっているような機能で仕掛けをつくりまして、エネルギーに関連したサービス

をつくっていくのがいいのではないかと考えているところでございます。 

 次のアーキテクチャーで付加サービスを実現するための必要機能の説明でございます。

最も基本的な機能としてエネルギー機器や家電機器がございますけれども、これらをつな

ぐことが基本機能としては真っ先に重要になってくるわけでございます。これが非常に難

しくございます。これまで 10年以上前から検討はされておりますけれども、なかなか統一
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化されないというのが実情でございます。そういう意味で、今こそ環境やエコを基軸に大

きな波が起きていることを考えますと、重要なタイミングとして、こういう規格化、統一

化をやるタイミングとしては一番いいのかと考えています。 

 次に、エネルギー機器や家電機器を情報ネットワークでつなぎ、統一化できると、その

後、必要な機能としては見える化になってきます。これも先ほどまで各社が御紹介されて

おりましたけれども、電力使用量の見える化に代表されますような表示機能が大事だと思

っています。 

 こういう表示に関しましては非常にいいソフトがいろいろ出てきておりまして、サービ

スゲートウェイで自動的に各機器の機器名や製品種別をソフトで見にいくようなつくりの

ソフトもありまして、そういう意味では製品名や製品状態管理、機器管理などもある程度

可能になってきているところでございます。 

 続きまして、つなぐ、見えるに加えて、最後にコントロールという機能が必要になって

きます。エネルギーを効率的に使用することを考えますと、機器の電源を落としたり、節

電モードにしたり、さらにはエネルギーサービスだけではありませんで、ホームＩＣＴサ

ービスなどいろいろなサービスをやろうとして、宅内の機器をコントロールする機能も必

要になってくるということでございます。 

 次は、今話しましたように、なかなか進んでいなかった機器の接続でございます。スマ

ートグリッドを機に標準化を加速してというところで、資料を用意してございます。この

表は細かいので資料を見ていただければと思いますけれども、医療機器や情報ネットワー

クの接続インターフェイスも現在、複数の通信方式が出ています。いろいろなサービスや

実証実験、ヒアリング活動が行われておりますけれども、今回ここに代表的なものを掲載

しております。どれがいいかというところはございますけれども、設置環境など一長一短、

いろいろな状況がございますので、その中から標準化の検討の中で１つに決めるのではな

くて、レファレンスとしてＡ・Ｂ・Ｃということで複数用意して、中から選んでつなぐと

していきます。今回、議論の中心になっていますスマートメーターとサービスゲートウェ

イの間の接続を考えた場合には、同じようにこの表のインターフェイスを活用するという

ことで決めていくのがいいのではないかと考えております。 

 参考までに右側に写真が載っておりますけれども、アメリカではスマートメーターとサ

ービスゲートウェイの接続もやっと最近、事例で出てまいりまして、ここでは Zig Beeを

使って接続しているというところでございます。 
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 それでは、そういう仕掛けを説明してまいりましたけれども、ここからはサービスの事

例を紹介させていただきます。冒頭お話ししましたように、ハードをつなぐというのはス

タートラインでと説明しましたけれども、３年後、５年後、10年後のサービスを構想する

のが非常に大事かというところで、この事例はＬＣを出しておりますけれども、ほかにも

いろいろソフト系のチャレンジャーの方々が、我々がハードの接続を検討している間に次

のサービスを当然考えていることを想定しまして、尐し紹介したいと思います。 

 ５－１は皆さん御存じでございますけれども、最適エネルギーサービスで、メーター情

報、それから気温や気候の情報、カレンダー情報、料金情報などを組み合わせまして、省

エネや送電、蓄エネを最適にするサービスでございます。こちらのほうを、先ほどのつな

ぐ、見える、コントロールという形で仕掛けをつくりまして、エネルギーの効率的な使用

をするサービスでございます。 

 続きまして５－２は、そういう見える化のサービスをもとに機器の電気の使用量がわか

りますので、その上で、例えば冷蔵庫の使用が古くて電気料金の非常にかかる、電気量を

非常に食うということであれば冷蔵庫の報告を出すということがこの組み合わせで考えら

れる。 

 次が見守りサービスでございます。これはホームＩＣＴサービスの一環にもなるのでご

ざいますけれども、１日の電力使用量を見ることによって生活者のライフスタイルを想定

して、異常値が出た場合、日々の使い方と尐し違うような表示が出た場合にアラームで知

らせて、そこで高齢者を見守るサービスに活用することも考えられるところでございます。 

 それから、５－４でございます。これは今まではホームサービスを説明してまいりまし

たけれども、ビルのほうでは、特に改訂省エネ法や、それから自治体の省エネに関する条

例の強化などが非常に加速しておりますので、そういう意味では省エネコンサルティング、

見える化などのサービスもこれからも引き続きどんどん出てくることを紹介したところで

す。 

 まとめになりますけれども、ここに書いてありますように、スマートメーターとサービ

スゲートウェイの接続、それからサービスゲートウェイとエネルギー機器や家電機器の接

続も、今後グローバル市場を含めましてさまざまなサービスが出てくると考えられます。

既にサービサーといろいろな企業がハードが接続された後のことをいろいろ考えて検討し

ているんじゃないか。しかも先進国にマッチしたサービスは当然ですけれども、新興国に

マッチしたサービスも検討してもいくべきではないか。そういうことを考えまして、３つ
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ほど尐しまとめてみました。 

 １つ目は、エネルギー機器と情報ネットワークの連携でございます。これによってさま

ざまなサービスを創出することをぜひ引き続き検討していくべきではないか。それから２

つ目は、役割分担、それから接続方式、機器やネットワークでございますけれども、この

標準化の推進と早期の実現が非常に大事なのではないかと考えております。３つ目は、最

初にサービスを立ち上げるときはコストの問題が非常に出てまいりますので、そういう観

点を含めて大きな枠組みの中で制度設計を検討するべきではないかと思っています。 

 最後になりますけれども、サービスはハードの何倍も速いスピードでサービサーがソフ

トをつくってインストールするという展開を考えていることを想定しますと、スマートグ

リッドを第２のインターネットビジネスに育てるすると、ぜひオールジャパンでハードも

ソフトも含めて、いろんな形を検討していくことが大事かと考えてございます。ぜひスマ

ートグリッドを含めまして、大きく育つように期待しておりまして、私のプレゼンを終わ

ります。 

 どうもありがとうございました。 

○林座長 

 宮崎様、どうもありがとうございました。 

 続きまして、お手元の資料７になりますけれども、「アメリカのスマートメーター・ＨＡ

Ｎに関する動向」ということで、株式会社三菱総合研究所・佐々田様より調査報告を行っ

ていただきます。佐々田様、よろしくお願いいたします。 

○三菱総合研究所（佐々田） 

 三菱総合研究所の佐々田と申します。よろしくお願いいたします。私はちょっと風邪を

引いておりまして、若干聞き苦しいところがあるかもしれませんが、15分間、よろしくお

願いいたします。 

 今日はアメリカにおけるスマートメーターとＨＡＮに関する動向ということで、４点に

ついて簡単に御説明したいと思っております。１番目はアメリカにおけるスマートグリッ

ドの進展、２番目が電力会社の取り組み、３番目に新規ビジネスの広がり、最後に標準化

の広がりの４点について御説明したいと思います。 

 アメリカにおけるスマートグリッドの進展ということで書いておりますが、やはり 2003

年のアメリカ北東部の大規模停電など、電力需要が増大する一方で送電インフラの整備お

くれ、新規電源の確保が難しいという状況の中で、アメリカにおいてはデマンドレスポン
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スの重要性が非常に増してきたという特徴があるかと思います。 

 そうした中で 2003年ごろから政府といたしましてもカリフォルニア州などのスマート

グリッドの取り組みを積極的にやっていこう、電力業界のＩＴ化を進めていこうという中

で、流通設備の高度化、スマートメーター導入という電力関連ビジネスの拡大が中心とな

って行われております。 

 それと時を同じくして、メーターから得られる情報を有効に活用してサービスを新しく

できないかということで、情報のサービス化、家電のスマート化というところで新規ビジ

ネスが出てきている状況です。それらをインターフェイスの標準化で取りまとめていこう

としていると聞いております。 

 このページは現状のスマートグリッドの成熟度合い、今後の傾向をまとめていますが、

まだまだ成熟度合いという観点ではどれも低いものが多いですが、今後、拡大していく中

には送配電の自動化、スマートメーターが中心の役割を担っていることが挙げられると思

います。右側に導入の資料が書いてありますが、年々、スマートメーターの導入が拡大し

ております。2009年には 1,000万台を超えておりまして、2012年に 2,000万台、2013年

ごろには 5,000万台、全アメリカの世帯の３分の１程度には導入が進められるという状況

にあるかと思います。 

 スマートグリッドの進展はまだまだ成熟が低いと申し上げましたが、連邦政府といたし

ましては 2003年頃からレポートを発表したり、2007年に法律をつくるということで、い

ろいろ後押しをしております。2003年に Grid 2030 Visionとか、2007年にエネルギー自

立・安全保障法をつくったり、2009年にアメリカ再生・再投資法。これは 45億ドルの実

証実験をやっていこうというものですが、そういうスマートグリッド構築の取り組みを進

めています。 

 あと、ビジネスの広がりという点で下に書いてありますが、ホワイトハウスの科学技術

政策局（ＯＳＴＰ）では、パブリックコメントを募集しています。スマートメーターがゲ

ートウェイとして機能してくるかどうか、いろいろな関係者の意見を導入しております。

そうした中、グーグルさん、ＧＥさんなどがオバマ大統領宛に消費者の情報提供に関する

書簡を送付するという新しいビジネスが拡大していく現状があるかと思います。 

 先ほど申しましたホワイトハウスの科学技術政策局のパブコメの内容ですけれども、３

段に分かれておりまして、１段目がスマートメーターが主要なゲートウェイになるべきか

どうかという１つの論点を挙げております。結論といたしましては、いろんな方の御意見
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といたしましては、スマートメーターが主要なゲートウェイになるというよりも、多数、

複数のものがゲートウェイを担っていけばいいではないかという御意見が多かったと聞い

ております。 

 また、真ん中はだれがエネルギー消費データを所有するべきか、だれがアクセス権を持

っているのかという点ですけれども、７割程度の方が消費者及び承認された第三者がデー

タにアクセスする権利を有していると回答しております。 

 以上のような連邦政府の取り組みとあわせて、州政府も積極的に支援している状況もあ

ります。ここは２つの州を取り上げております。ペンシルバニア州につきましては、2008

年 11月に法律に基づいて、スマートメーターの導入計画を各社に提出するよう要請してお

ります。ここの州の事情といたしまして、ピーク需要抑制が求められていたという背景が

あるんですけれども、そのような中でスマートメーターの導入で、枠の中にありますよう

な要件を満たすようにというオーダーが出ております。 

 あわせまして、カリフォルニア州ですけれども、2001年の電力危機を踏まえて、2003

年ごろからデマンドレスポンスを非常に重視するようになってきております。そういう中

で、各社がスマートメーターを導入するという計画に対しては州政府が積極的に支援する。

一番下に赤字で書いていますように、州の公益事業委員会が需要家が承認した第三者に対

して需要家の情報を提示すること、及び、2011年末、near-realtimeベースの情報を提供

することを認めている状況にあります。 

 そうした中で、電力会社がどのような取り組みをしているかをまとめているページが続

きます。例えば電力会社の取り組みにつきましては簡単にさらっと御紹介していこうと思

います。８ページにありますのはアメリカの中でも主要な大手の電力会社ですけれども、

おおむね 2012年から 2014年に向けて導入を完了するようなスキームで進められておりま

す。９ページに参りますと、どのような機能を持っているのかということですけれども、

双方向通信、自動検針、遠隔停止・開始、停電検知、ＨＡＮのゲートウェイ機能につきま

してはあったりなかったりですけれども、そういう機能を盛り込んでいます。 

 下のほうにスマートメーターの導入により変化が期待される点と書いてありますけれど

も、やはりアメリカの場合は、繰り返しになりますけれどもデマンドレスポンスによる需

要の削減が大きくて、電力需要の効率化等々が続いて、重要な要素として続いております。 

 10ページに参りますと、見える化や制御という部分で電力会社さんはどうしているかで

すけれども、この主要な電力会社さんの場合はウェブを中心で見える化をするというのが
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多くなっておりまして、表示のタイミングは大体、翌日表示をする場合が多いとなってお

ります。あと、デマンドレスポンスを実現する手段といたしまして、ＴＯＵ、ＣＰＰなど、

及び直接負荷制御を実施することもあります。 

 11、12、13ページの３つにつきましては、ＰＧ＆Ｅ、Center Pointでこういう事業があ

りますということで御紹介しています。Center Point につきましては、先ほどＩＢＭ 

様から紹介がありましたので、ここでは割愛させていただきます。 

 ３番目、新規ビジネスの広がりという観点でここに例が書いてあります。ポイントとな

りますのは、スマートグリッドと間接的に創出されたビジネス領域があるということです。

サービス提供会社さん、グーグルさんなどいろんなベンチャー企業、家電機器メーカーと

いうところがいろんなビジネスを模索されているのが特徴かと思います。 

 15ページに参りますと、左側に見える化、右側に家電制御の整理をしておりますが、見

える化についてもメーターを介して電力会社がサーバーを通して見える化をする場合もあ

れば、先ほど御紹介がありましたように、グーグル様がスマートメーターを介したり、Ｃ

Ｔ等々から情報を需要家に見せる仕組みをつくっているということがあります。 

 また、右側の家電の遠隔制御につきましても、電力会社がスマートメーターを介してや

る場合と、第三者がホームゲートウェイを介して実施する場合が計画・実施されている状

況かと思います。 

 16、17、18ページの事例紹介ですけれども、16ページはサーバー経由で見える化の事例、

17 ページはメーターからデータを直接取得してディスプレイで見せる例、18 ページはＣＴ

等でデータを取得して見せる事例が書いてあります。 

 あと、19 ページにつきましては、先ほどグーグル様から御紹介がありましたように、い

ろいろな見える化の仕組みが提供されてきている。ただ、更なる普及に向けまして、やは

り需要家が安心して情報をやり取りする仕組みが重要であろうと考えます。 

 20、21ページにつきましては、ベンチャー企業が新しくサービスプロバイダーと連携し

てやっている事例が 20ページです。21ページは、ベンチャー企業が第三者と提携してや

る場合もあれば、電力会社と連携しながら見える化、制御の仕組みをつくっている事例に

なっています。 

 特に 21ページの右側の Wireless Glue Network社につきましては、電力会社のメッセー

ジや料金を表示するということで、今年や来年あたりに低所得者向けの導入が見込まれて

いると聞いております。 
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 駆け足になっておりますけれども、最後に標準化の広がりということでプレゼンしたい

と思います。22ページですけれども、アメリカは情報の扱い方に関する議論が活発である

という理由の１つに、やはり比較的小規模な電力会社が非常に多数ある。2,000以上の電

力会社があると聞いておりまして、やはり独自の仕様をやっていてはベンダーのビジネス

にならないということもありますし、政府によって標準化を後押ししようという動きは非

常に盛んです。ＮＩＳＴやスマートグリッドＩＰ、ＯＰＥＮＳＧというところの動向が活

発になっている状況かと思います。 

 これはリスト、絵ですけれども、いろんなドメインでいろんな要素が複雑に絡まってい

るので、ユースケースを検討して標準化を進めましょうということを示しています。 

 ＮＩＳＴはこういうフェーズ１、２、３というタイムテーブルの中で、まず昨年はロー

ドマップ・標準化サミットの開催ということでＰＡＰ（プライオリティ・アクション・プ

ラン）の作成を行いました。フェーズ２といたしましてＳＧＩＰを設立して、いろんなス

マートグリッドの標準化をとにかく進める。ことしから来年にかけてフレームワークの検

証をフェーズ３としてやっていこうという手順を考えておられます。 

 ＮＩＳＴはＳＧＩＰ（Smart Grid Interoperability Panel）を発足して、ＰＡＰなどの

議論が円滑に進むような仕組みを今構築されています。ＳＧＩＰが何かといいますと、Ｎ

ＩＳＴの責務を支援する官民のパートナーシップで、オープンで透明性があって、いろん

な利害関係者が集まった団体になってきているというところで、標準化の議論が進められ

ております。このプライオリティ・アクション・プランの検討内容が 20ぐらいあるんです

けれども、上から３つ目、ＰＡＰ10がエネルギー利用情報の標準となっておりまして、こ

こでは情報の取り扱いについてのタスクフォースで、ＯＰＥＮＳＧ、ＯＰＥＮＡＤＥとい

うところを中心に情報の取り扱いについて議論がなされております。 

 今申しましたＯＰＥＮＳＧとＯＰＥＮＡＤＥですけれども、こういう組織体系になって

おりまして、電力会社と第三者との情報のやり取りや制御について、ベストプラクティス

を検討しようというところで、今議論が進められております。昨年６月に Business and 

Requirementというドキュメントが出ているんですけれども、今 2.0に改定に向けて作業

が進められております。この一番下のフローが、需要家の情報を第三者、電力会社、認証

機構のどのようなやり取りで検討していったらいいのかというところを今整理しているビ

ジネスフローになっております。 

 最後に、Smart Energy Profile2.0 の御紹介ということで、これは何かと申しますと、
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ＮＩＳＴがことしの１月にレポートをまとめたわけですけれども、スマートグリッドに必

要な 25の規格の中で 16番目だったと思いますが、Zig bee/Home Plug Smart Energy 

Profile2.0というのが、ＨＡＮを実現するための規格として出されました。オープンなス

タンダード、階層化されたアーキテクチャー、負荷制御の統合などいろんなことを書かれ

ておりますけれども、ことしじゅうにＨＡＮの仕様を決定していこうとなっていると聞い

ております。 

 最後のページですけれども、ＨＡＮの標準化については、当初はスマートメーターを核

と致しましてやっていこうという話があったんですけれども、最終的には第三者といいま

すか、インターネットを介して接続も可能となるような標準化が段階的にといいますか、

戦略的に模索されていると聞いております。 

 非常にかけ足になってしまいましたけれども、私からは以上でございます。 

○林座長 

 佐々田様、どうもありがとうございました。 

 ここで、資料８のプレゼンの前に、辰巳委員がこの後ちょっと急な御予定で帰られると

いうことで、コメントをぜひお願いしたいところですので、辰巳さん、よろしくお願いい

たします。 

○辰巳委員 

 勝手を申しまして、済みません。横浜で開催されている新エネ関連の会合にぜひ来るよ

うにと言われております。 

 今４つのプレゼンがありまして、何となくスマートメーターとはどういうものかという

イメージがわかりました。一番に思ったのは、車につけるＥＴＣがありますが、私は今お

話を聞きながらあれと似たようなものではないかと思いました。ＥＴＣは、使う消費者に

とってはお金がカードで決済できるから便利だし、道路会社は車の走行状態を把握できる

ということで、双方にメリットがあるということで、私の理解が違っているかもしれませ

んが、よく似ていると思いました。 

 消費者に便利とは言いながらも、ＥＴＣはどういうわけかまだまだ 100％普及まではい

かなくて、首都高なども値段を下げて、つけて欲しいといろいろ手配されたようですが、

なかなか全部には行き渡らない現状だと聞いています。 

 それとこれは似ていて、何が邪魔するのかということです。お話を聞いていて、確かに

消費者にとっていい点もあるようです。私も、自分の消費電力量の見える化はまずは省エ
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ネ行動のきっかけになるということもよくわかっています。自分自身がモニターを見なが

ら、一個一個の機種まではわかりませんが、冷蔵庫などは音がしますので、そうすると、

今、電気が入ったというのがわかります。ですから、そういう意味では消費者が自分の電

気の消費量に関心を寄せるだろうというのも理解します。 

 また、見守りサービスなどは、すでにいろんな方法でやられていますが、消費者にとっ

てメリットがあるサービスもあるとわかりました。それでも気になるのは、メーターの計

測情報などを結局はビジネスで使うというイメージに、私にはとれるんです。残念ながら、

今回のメンバーには私しか消費者の立場がおりませんもので、そこのところは厳しく言っ

ていかないといけないと思っています。幾つかのプレゼンでも、やはり事業者側のメリッ

トはいっぱいあるように受け取れましたが、主たる消費者のメリットは、省エネですか。

今、機器自体も多くが省エネ型になり、私たちもすでにそういうものを買うように努力し

ているわけです。だから、うーん、さらに省エネかと思いながら、やはり消費者のメリッ

トをもっとはっきりしてほしいと思いました。 

 またＥＴＣも同じでコストもかかります。ＥＴＣは消費者が便利なのでコストを負担し

ましたが、事業者にとってもメリットのあるデータがあると思います。今その情報がどう

いうふうに使われているのか私はよくわかりませんが、それと似ていると思います。今回

は、非常にビジネス側にメリットが大きい気がしています。例えばの話、電力会社さんが

検針しなくて済むとか。ですので、コスト負担がどうなるのかというのも結構重要な点で

す。 

最後に１つだけお聞きしたいのですが、松下さんのＨＥＭＳの話は非常にわかりやすかっ

たのですが、あの中で機器データの具体例を出してくださっていましたね。これはどのよ

うに取られた情報なのか、気になりました。松下さんの資料の５ページです。やはりこう

いうのが外から見えてしまうということですね。 

○石王委員 

 これは実は社員ので、限定してやりました。 

○辰巳委員 

 社員のお宅だった。それで、どこからこのデータを入手されましたか。社員の方が自分

のデータを提供なさったんですか。 

○石王委員 

 社員に自分のデータを提供してもらった。 
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○辰巳委員 

 私はこれが外から見えちゃうのかなと思ったんです。 

○石王委員 

 そうじゃなくて、ここはあくまでモニターとして限定してやったんです。 

○辰巳委員 

 そうですか。こういうのをぱっと見せられると、えっとびっくりしてしまうので、済み

ません。それが１つ気になってお聞きしたかった点です。 

 以上です。消費者保護をよろしくお願いします。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、議論また後ほどゆっくりさせていただきたいと思いますけれども、先にプレ

ゼンをお願いしたいと思います。続きまして、資料８－１の「スマートコミュニティーフ

ォーラムにおける論点と提案」、及び資料８－２「情報経済革新戦略（概要）」版について、

情報経済課の村瀬課長よりプレゼンをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○村瀬課長 

 情報経済課長の村瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今御紹介がありま

したが、時間の制約もありますので、８－１の資料だけを基本的に、かつごく短くという

ことで５分程度と言われていますので、大胆にはしょって説明させていただきたいと思い

ます。 

 まず、そもそもスマートコミュニティフォーラムとは何かということを御紹介させてい

ただきたいと思います。まず、スマートコミュニティーフォーラムについて、今、お手元

に渡ったかと思いますけれども、民間の企業の委員の方に集まっていただいて、８－１の

１ページに書いておりますが、民間企業主導でこのスマートグリッドやスマートコミュニ

ティと言われるものについて議論を深める場が設置されたということでございます。これ

は昨年にこういう場ができまして、この４月に向けて関係委員の間で相当熱心な議論が行

われまして、その他、ここに参加していない企業の関心もすごく高まったということで、

この４月にスマートコミュニティアライアンスということで拡大して、発展的な場もでき

ているところでございます。 

 それで、そもそもこれはどういうねらいで立ち上がったかといいますと、スマートグリ
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ッドというとどうしてもグリッドというアプローチからの、つまり供給サイドからのアプ

ローチで議論されることがそのときまでは多かったものですから、実はスマートグリッド

やスマートコミュニティの可能性は需要サイドから見た可能性も実はすごく大きいんじゃ

ないかという問題意識です。メンバーを見ていただきますと、供給サイド、いわゆるエネ

ルギー供給事業者の方以外の実際の需要に近い企業の方にお集まりいただいて、むしろ需

要サイドから見た議論を特にやっていただいた場であります。 

 その企業の経営層の方に多数お集まりいただいて、普通であれば業界内で閉じていた議

論を業界横断的、つまりネットワークということであらゆる、かなり幅広い事業分野の方

が関係されてきますので、こういう幅広い事業者が下がり得るプラットフォームができた

ということです。その中で経営層の方にビジョンを共有していただきながら、実際にどう

いうものをつくり込んでいくべきなのかという設計図、ここではアーキテクチャーと書い

ておりますが、そういうものや各コンポーネントごとに実際に標準を決めていったりする

ときにどういうことが重要になってくるのか、実際に海外展開していくためにどういう連

携が必要なのかといったことをかなり幅広いテーマについて御議論いただきました。 

 ただ、中身は企業経営戦略にかかわることでもありまして、非公開で御議論いただいた

ということです。議論をする中で浮かび上がってきた課題や論点について、むしろここは

外に出していってもいい、出していくべきであろうというところについて整理したのがこ

の紙であります。このフォーラムにおいて内々いろんな活発な議論があったことについて

は性格上非公開ということですけれども、その中で浮かび上がった課題についてむしろ幅

広く共有されていくべきであろうということで、一部の論点が整理されたものだと御理解

いただければと思います。 

 それで、もう時間もないのでいきなり 30ページにいっていただいて、その中で 10の論

点ということで、論点を 10個ぐらい整理したわけです。本当はもっと多くの論点があった

んですが、余り多くても広まっていかないだろうということで、10個にとりあえず整理し

ました。その中で、今日は時間もないと思いますので、それぞれは非常に深い論点であり

まして、語り尽くすとなかなか時間がかかってしまうので、これをひっくるめて大きく３

つのキーワードで３点だけ御紹介させていただきたいと思います。資料に余り添えません

が、時間の制約もあるので口頭で３点だけ、キーワードとともに御紹介させていただきま

す。 

 １点目は、やはり需要サイドの可能性、ポテンシャルは大きいであろうということがコ
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ンセンサスだったかと思います。特に、なぜこれが実現できるのかということについては、

ＩＣＴのＩＴの技術と、特に最近では蓄電能力、蓄電池、バッテリーの能力が高まってき

たという技術的ブレークスルーによって新しい可能性がぐわっと広がっているのではない

かということでございました。 

 特にその可能性はエネルギー、今は省エネということが中心に語られがちですが、省エ

ネといったエネルギーだけの分野源にとどまらず、今日も実は、例えば見守りなど、およ

そエネルギーとは一見関係のなさそうな新たなアプリケーション、サービスの御紹介もあ

りました。エネルギーにとどまらない、全然違う世界の可能性も実はこのエネルギーに付

随する情報、それから、このスマートグリッド、スマートコミュニティと巷間言われてい

るものは持っているんじゃないか、持っているぞという意見が大変強くございました。 

 特に、それは暮らし方を変えるという意味において、消費者にとっても、消費者利便と

いう意味で、大変大きな可能性を持っているだろう。そういう提案が非常に多かったかと

理解しております。 

 他方で、その中で出てきた視点としましては、可能性ですので時間軸をしっかりとらえ

て議論を深めていくことが大変重要であるという御指摘もありました。逆に、今、想像で

きるものだけで議論するのはおかしいんじゃないか。つまり、これは第２のインターネッ

トとか、第３のインターネットと言われますけれども、かつてインターネットができる前

にインターネットの上でいかなるサービスが提供されるか想像できた人はいない。それか

ら、ＡＤＳＬというもう死語になってしまっているようなネットワークがありますが、Ａ

ＤＳＬのインフラができる前にＡＤＳＬみたいな大容量のインフラをつくって一体どうす

るんだという議論が巷間強く言われていたわけです。ただ、ＡＤＳＬができてしまうと、

光の時代に入ってきて、ＡＤＳＬなんかじゃ何もできないという時代が来た。では、ＡＤ

ＳＬができる前にそこの上で何が展開されるかというのは、その前には決して想像が及ば

なかった。今、グーグルさんから紹介があったような、測らないと何も改善できないんじ

ゃないか、表紙の一番上に書いてありましたけれども、わかってみないとできること、世

の中をよくしていくことがどこまで可能かもわからないんじゃないかという御意見もあっ

たことを御紹介させていただきたいと思います。 

 それから、時間がないので２点目に入りますが、もう一つは、特に可能性の実現のかぎ

になるのは情報であろう。先に触れてしまいましたけれども、エネルギー情報がわからな

いことには何ができるか、何が可能かわからないという中で、では、現在そういうエネル
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ギーにまつわる情報が存在、測られているのかというと、多分、多くのものは測られてい

ないだろう。それから、仮にはかられていたとしても、そのものが実際にサービスを、そ

の情報が実際にサービスを提供する者と共有されているかというと、そうではないのでは

ないかという問題提起もあったかと思います。そういう状況の中で、ある有意義な新しい

価値を生み出す情報については、そこへのアクセスが確保されて、当然のことながらそれ

を最大限活用していくためのプライバシーやセキュリティー、どういうルールが必要なの

かということがあわせて議論される必要があるであろうということがあったかと思います。 

 大きな３つ目ですが、スマートグリッドやスマートコミュニティというものの本質はお

そらくネットワークであるということだと思います。そういう認識の中で、これはメータ

ー研究会ですけれども、メーターにとどまらない――そういう意味では、論点（１）だけ、

31 ページですが、ここではメーター研究会ですのでスマートメーターのことが議論される

んだと思いますけれども、実は情報という切り口でいうとホームゲートウェイ、情報の流

れの結節点はメーターである必然性はなくて、ホームゲートウェイみたいな、今日も御紹

介があったような、ある種のゲートウェイでもいいかもしれないし、そのメーターとホー

ムゲートウェイとの間で何らかの役割分担をするのが一番経済的にも効率的かもしれない。

ただ、そういうものが早く共有されないといいビジネスも生まれないし、いいサービスも

生まれないし、最初に申し上げたような可能性が実現してこないのではないか。そういう

意味では、キーワードとしてはネットワークのアーキテクチャー、設計図といいますか、

みんなで共有されるべきアーキテクチャーが確立できていないのではないかという点が、

課題としてかなり強く指摘されたところであります。 

 よく日本産業はガラパゴス化して、産業という切り口からいえば、このアーキテクチャ

ーが共有されていないことによってみんながばらばらになって、つなげないものが出てき

てしまうと、それは経済という面から見ても国際競争力のさらなる低下というか、今後、

競争力を十分発揮できないんじゃないか、それから、アーキテクチャーが共有されずにば

らばらになってしまうことによって、コスト高のシステムができて、そのことが消費者へ

の負担として大きくはね返ってきて、国民利益にマイナスの効果を生むのではないかとい

ったことが、非常に前向きな可能性の議論がされると同時に課題として提起されていたと

いうのが、時間の制約もありますので３つに限っていえば主要なポイントだったかと思っ

ております。 

 時間もないのでここら辺で御紹介はもうやめさせていただきたいと思いますけれども、
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詳細について何か必要があれば、いろいろな場で具体的な議論についてはお声かけいただ

ければ紹介させていただきます。 

 ありがとうございました。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、この後は討論に入りたいと思います。委員の方々は、今日、いろんなプレゼ

ンがありましたので、活発な議論をお願いしたいと思います。御発言される方は、お手数

ですけれどもお手元にあるネームプレートを立てていただきますよう、お願いいたします。

順にご指名させていただきたいと思います。また、多くの方々に御意見を賜りたいと思い

ますので、お一人の発言は大体３分程度で、ポイントを的確にわかりやすくお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○浅野委員 

 質問とコメントを幾つか。まず、今のフォーラムの資料 44ページ目のデマンドレスポン

スの可能性についてですが、我々も以前にＮＥＤＯの実証試験でこういうことをはかった

ことがありますけれども、多分ワシントンもコネチカットもエネルギー消費削減ではなく

て、ピーク時間帯の使用量の削減だと思われますので、これは確認したい。我々が調べた

ところでは、これはピーク時間帯の削減量でした。20数％とか 30数％で、エネルギー、

つまり省電力量としては大きな数字です。確認です。 

 あと２つ目は、ＩＢＭやパナソニックから海外の事例の紹介がありましたが、我々が知

りたいのはその結果、見える化や負荷制御した結果どういう効果があったか、その効果が

属性や与えた情報、さっきおっしゃった気象条件にどのように依存しているかという点。

これが２点目です。 

 それから、私が一番重要だと思っているのは費用対効果で、これは定量的な分析に基づ

いて行うべきなので、今、日本でも実証試験を行っていますが、こういうところで出てき

たフィールド試験の結果を使って費用対効果を論ずるべきだと思っています。さっき、辰

巳さんがおっしゃったように、その中で消費者にとってどのぐらいのメリットがあるかを

定量的に示すことが大事です。費用のほうは大抵、需要家当たり何百ドルという数字があ

るんですけれども、便益に関してはまだそういう数字はなくて、実は海外では余りはっき

りした数字に基づかずに費用対効果の分析を行っていますので、日本はそうではいけない

と思っています。 
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 もう一つは、家庭用の前に、費用対効果という意味でいいますと、中小企業の業務用の

需要家です。大口は今、既に受給調整契約というＤＳＭが入っていますので、デマンドレ

スポンスの現実性が高いのは中小規模の業務用だと思うんですが、実はそこは技術として

は家庭用とかなりかぶるので、一緒に議論すると範囲の経済があると私は思っています。 

 以上、質問とコメントです。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

○村瀬課長 

 44ページのところは事実関係だと思いますので、確認して何らかの形でフィードバック

させていただきたいと思います。 

 費用対効果のところですけれども、その費用対効果が重要であるというのはフォーラム

においても指摘があったところです。ただ、将来の可能性について現存する技術に基づく

現在の費用をベースにはかれないこともまた事実であります。また時間軸に沿って議論す

るというのが非常に重要な論点で、今、可能なこと、それから、将来こういうことが実現

されたならば可能であるだろうということは、そういう形で議論していくことが大事だと

と思います。この場で何を議論するのかというのはあれですけれども、いずれにせよ何が

可能かということについては、将来のことについては当然現在のコストではなくて、イノ

ベーションとか将来の技術可能性みたいなことを踏まえて議論するのが重要であることが、

フォーラムの場でも議論として出てきたことは御紹介させていただきたいと思います。 

○林座長 

 あと、浅野委員からＩＢＭ様やパナソニック様に質問があったんですけれども、先に幾

つか御質問をいただいてから、また討論をじっくりしたいと思います。それでは、続きま

して藤原委員よろしくお願いいたします。 

○藤原委員 

 質問を幾つかさせていただきたいと思います。本日は多くの方からプレゼンがありまし

たが、それぞれのプレゼンに質問するというのではなく、全体としてお伺いしたいと思い

ます。 

 本日の幾つかのプレゼンは、需要家がエネルギーを使用して、その使用したデータをだ

れがどのように使用するのか、それによってどのようなビジネスが生まれるのか、という

内容であったと思います。 
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 その中で、二通りに分かれていたと思いますのは、パナソニックさん、ＮＴＴさんは、

電気を使われた需要家が、宅内でそのデータを見てどのような反忚をするかというモデル

であり、グーグルさんの場合には、そのデータを全部何らかの格好で、どういう形か分か

りませんが、どこかにまとめておいて、それを出すことによって何かしらのビジネスにな

るだろうという２つの提案であったと受け止めています。 

 前者のパナソニックさんやＮＴＴさんですと、それぞれ個別機器の電気の使用状況は

我々、電気事業者には把握できず、需要家側の方で把握するしかないということになりま

すし、需要家宅全体の使用状況については、パルスなどによって需要家側でも計測が可能

です。現実的な議論として、電力事業者やガス事業者などのエネルギー事業者からデータ

をフィードバックすることに対してどのような期待があるのかをまずお伺いしたいと思い

ます。 

 グーグルさんの場合、データをまとめて何かできるだろうということですが、どのよう

なビジネスモデルとなるのかもう一つよく分かりません。イメージが掴めれば我々の検討

すべき内容も明確になるものと思います。例えば、プレゼンの中で需要家からのアクセス

頻度がどの程度かというお話がありましたが、例えば日に３回アクセスするケースと３日

に１回というケースでは、データ提供の方法も異なってくるものと思います。その意味で、

グーグルさんがどのようなビジネスモデルを描かれているのかをお伺いしたいところです。 

 なお、グーグルさんのプレゼンで電力コストの低減のために再生可能エネルギーを活用

すべきとありましたが、ちょっと論理の飛躍があるのではないかと思います。グリーンデ

ータセンターのニーズについては、私どももデータセンターを持っていますのでニーズは

理解できますし、その中でいかに未利用エネルギーを活用するかということについてもい

ろいろと努力をしているところですが、電力コストの低減イコール再生可能エネルギーを

うまく活用することだとなりますと、ちょっと論理の飛躍があるのではないかと思います。

再生可能エネルギーはボラタリティーも高いですし、その意味でいかにうまく安定化して

使うかということになると、安定化するためのコストもいろいろと必要になります。そう

いう意味では便益と費用とのバランスがどうかということになります。その点はグーグル

さんも十分御理解いただいているとは思いますが、再生可能エネルギーが常に安いという

誤解が若干あったことについて指摘しておきたいと思います。 

 以上です。 

○林座長 
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 お二方にいただきたいと思いますけれども、土井委員、よろしいでしょうか。 

○土井委員 

 そうしましたら、３つの質問と２つの意見を述べさせていただきます。 

 まず１点目ですが、前回のこの場でもお願いしたのですが、今日、いろいろ御説明いた

だいた内容は、やはりスマートメーターという言葉で全部括られていました。ところが、

中身を見ていきますと、ＡＭＲといいますか、遠隔検針といったベースの話と、それを使

った、例えばデマンドレスポンス、さらには家庭機器の制御、と言ったものまで様々あり、

そのあたりは前回の定義の中ではＡＭＩ、ＡＭＭ、ＡＭＲというふうに３つに分けられて

おり、このあたりが、例えば米国でいろいろ進められているプロジェクトの中で一体どれ

がどれだけ行われていて、それが今、実証段階なのか、それとも、もう評価段階になって

答えが出つつあって、これはどんどん拡大していけばいいというフェーズになっているの

か、そのあたりがちょっとよくわからないのです。れを整理していくと、これから日本が

どう進めていくかの参考になるのではないかと思いましたので、質問させていただきまし

た。 

 それから２点目ですが、今日のプレゼンの中でいろいろＨＥＭＳ、ＨＡＮの話がありま

したが、やはり日本の場合、これから太陽光発電が各家についていくというのが、やはり

前回の次世代送配電ネットワーク研究会でもメーンテーマだったと思います。それから蓄

電池の話も先ほど出ましたが、これらについては、例えば世界で進んでいるいろんなプロ

ジェクトの中で実際にそういうものを取り込んで、活用しているような例があれば教えて

いただきたいと思います。それが２点目です。 

 それから、３点目ですが、先ほどＮＴＴの宮崎委員から “つなぐ”というところで、い

ろんな方式が紹介されていました。今日のパナソニックの石王委員のプレゼンにありまし

たＨＥＭＳの 300軒の中の１軒が私の家でございますのでよくわかっているのですが、私

の場合、既設の家でやりましたら随分つなぐのは苦労いたしました。ということで、いろ

んな方式の中で、本当に日本の家で使えるのはどの方式だと思っておられるのか、どこま

で評価が進んでいるのかそのあたりを教えていただきたい。 

 あと、２点の意見でございますが、今日、家電をいろいろ制御したりということでいろ

んな技術ができつつあるという話があったんですが、やはり最終的にはそれを全体として

どう使っていくのか、ソフトのその部分ができ上がらないとこういったものは実用化でき

ないのではないかというのが私の意見でございます。そうすると、そもそも太陽光発電は
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どうなるのか、あるいは、例えば電気自動車はどう使われるのかといったデータを全部蓄

積して、その上で最終的に一番賢い、スマートな使い方はどうなのかといった答えを出し

ていく必要があるのではないかということでございます。 

 それから最後の意見ですが、こういった様々なプロジェクトの評価です。お客様の利便

性やメリットなどの、個別最適だけを目的にしていては良くないと、私は思っております。

やはり今回の場合、例えばプレゼンにもありましたように、省エネ、それからエネルギー

をつくる太陽光発電が家には導入されてきます。それから蓄エネ、これは蓄電池の話です

が、そういった機能が導入されてきまして、今後それらが大量に系統につながってきます

と、やはり系統への影響がございます。今日のプレゼンの中で公益的な観点から評価する

という点もございましたが、今後は全体最適という観点が必要になってきますので、やは

りこれからの議論の中では全体最適の観点からも評価が必要だと思います。さらには、例

えばサイバーテロなどでこういった機能を一斉に喪失したら非常に大きな影響が出てまい

ります。そういった観点もＨＥＭＳ、ＨＡＮの中に具備すべき機能があるんじゃないかと

考えております。 

 以上です。 

○林座長 

 ありがとうございました。あと、前田委員からもお願いいたします。 

○前田委員 

 最初に、前回、スマートメーターの範囲が議論になって、どちらかというとメーターが

担う範囲、それから、ホームゲートウェイ機能が担う範囲を分けて考えるべきだというの

が大勢であったかと思います。 

 それから、今の幾つかの御説明の中で依頼したいことは、メーターの設置、あるいはホ

ームゲートウェイの設置の事例が幾つも出ておりましたけれども、それぞれ、「だれがコス

ト負担していくのか」、あるいは、「どういう物の考え方でコストを負担しようとしている

のか」ということについて、全体を整理していただきたいと思っております。 

 それから、三菱総研さんから「データはだれのものか」という話があって、あれを見て

私はびっくりしたんですけれども、「需要家、あるいは需要家が許した人が所有すべき」と

回答した人が７割しかいない。あと、３割はだれが勝手にとっていくんだと思いました。

これに関連して、やはりデータそのものは基本的には需要家に帰属するべきもので、需要

家みずからが何らかの形で許可する、あるいは、制度的にそれが担保される形でない限り
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は勝手にやるのはできないんじゃないかと思っておりますが、如何でしょうか。 

 それから、まだどこも一忚やっていないと理解しておりますが、デマンドレスポンスと

いう形ではなくて、ネットワークのために需要家の機器を制御することは、計画上はあり

ますけれども、本当にこれをネットワーク側の人がやるかどうかは非常に大きな問題です。

というのは、今の電気事業法もガス事業法も消費者の保安についてだれが責任を持ってい

るかは非常に重要な問題です。要するに、世の中では多分、電気でもガスでも実際に機器

で事故になったり、電線で火事になったりという幾つかの例があるとは思いますが、それ

らを全部電力事業者の保安の中に取り込むのかどうかという重要な問題があるのではない

かと思っています。技術的にできるからといって、そんなに簡単にできるものではないと

思います。 

 それから最後に、メーターに要求される機能ですけれども、リアルタイムに何かをやり

たいという話と、先ほどのウェブベースで後からやればいいという話では、確かにデータ

のつくり方が全然違うことがあって、これも全数にするかどうか、あるいは最低限のちょ

っとした信号を出すだけでいいのかどうかということで、ハードのつくり方に非常に大き

くかかわります。ですから、もしやるとすれば、メーターを 10年に１回全部取りかえてい

ますので、そこは早めに整理していただきたいと思います。全部取りかえるのに 10年かか

る一方、つくる側はどんどん進んでしまいますので、そういう意味で早めに指定していた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 いろいろたくさんコメント、御質問があったんですけれども、一回ちょっと整理させて

いただきまして、先ほど、ＩＢＭ様、パナソニック様、グーグル様、ＮＴＴ様にそれぞれ

御質問があったと思いますので、コメントや回答をぜひこの議論の場でお願いいたします。 

○中山委員 

 中山でございます。 

 各事例でも費用対効果に関する御質問があったと思いますけれども、申しわけございま

せん、今日のところはそのデータを持っておりません。聞いております話では、それぞれ

に費用対効果はやはりしっかりと、定性評価も含めて出されて、その後でプロジェクトを

スタートしていると聞いております。今日は準備できておりませんけれども、どんなこと
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なのか、できる範囲で調べてみたいと思います。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして、村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 

 お答えします。藤原さんから特に質問をたくさんいただきまして、ありがとうございま

す。 

 まず、ビジネスモデルというところで御説明します。私のプレゼンの最初のページで御

説明したと思いますけれども、いわゆるそろばん勘定的にいうと、グーグルのビジネスモ

デルは何かサービスを提供して、そこで完結して、そこでプロフィット・アンド・ロスが

つじつまが合うというビジネスモデルではございません。私どもは世界の情報にユーザー

がたどり着く道筋をつけることを基本的なみずからの使命だと考えておりまして、これに

ついては採算を度外視して、とりあえず無料で提供する。 

 では、そこをそろばん勘定的にどう支えるのかというところでは、広告モデルみたいな

もので支えるわけですけれども、これまで提供しておりますたくさんのサービスの中で広

告モデルで支え切れているものは本当に限られたものでございます。あるいは、もう広告

が全く提供されていないまま、単にユーザーがある情報なり、コンテンツなりにたどり着

く道筋だけを提供しているものもたくさんございます。そういう意味合いにおいては、こ

のパワーメーターという、今日説明した見える化のサービスですが、これについては全く

無料で提供して、広告その他のことは考えておりません。 

 その次の宮崎委員がわかりやすく整理されていたと思うんですが、つなぐとかコントロ

ールといった段階のものは、我々はまだ全く考えておりませんで、当面、見える化という

ところでやっているわけです。 

 それで、御質問の中に１日に３回見る人と１日に１回見る人、３日に１回ぐらいしか見

ない人、そうするとデータをリアルタイムで渡す必要はないんじゃないかみたいな御疑問

があったかと思います。見に来られるのはそういうインターバルなのかもしれませんけれ

ども、御覧になられるのはそれまでの時間軸に沿った、なるべく平滑化の度合いが尐ない

に越したことはないわけですから、そういう意味合いにおいてはリアルタイムにデータは

ちょうだいしておきたいということでございます。 

 そんなところでございましたでしょうか。ちょっと忘れましたけれども、申しわけあり
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ません。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 この後、石王委員、宮崎委員、松村委員の順でコメントをいただきたいと思います。 

○石王委員 

 １つは藤原委員から質問がありました海外の事例の効果はどうですかというところです。

このデンマークの会社は実はことしの年末から数千台レベルで実際に販売していくので、

まだデータがございません。ただ、事前にもくろんだ中身でいいますと、消費者の消費電

力の約２割落としたい。実際、事前にいろいろと検討した結果、10％から 15％ぐらいは下

がるだろうと言われていますけれども、これをまた実証したい。。 

 もう一点、実は彼らのねらいは消費者の省エネもあるんですけれども、Nord Poolで彼

らは電力を売買しています。ですから、時間を、単価の高いうちに売りたい。できるだけ

電力を余らせて、一部ためておいて、Nord Poolでその取引上高いうちに売りたいという

電力会社の事情がございます。その２つのねらいで今回、ＨＥＭＳを導入することになっ

ています。 

 ２点目が、エネルギー会社からのデータ提供に何を期待するかということですけれども、

１つ目は、当然、消費電力量が毎月ごとに請求書が来ますから、我々のＨＥＭＳで払った

ものと電力会社さんと請求書が違うとややこしいです。同じようにデータを共有する必要

があります。これは最低限出てきます。 

 あとは、実は時間帯によって電力料金が変わるリアルタイムプライシングがもしあるな

らば、その時間帯ごとの料金が事前にわかれば高いところを使わずにレベリングしたいと

いうこともあります。これは日本では余りないと思うんですけれども、アメリカではそう

いう仕組みもあると思います。 

 逆に、我々から出さなければいけないのは、家にいわゆる太陽光発電などの発電がどの

ぐらいあるかということです。これは電力会社も必要なところですので、各家が今使って

いる情報と余る電力を何らかの形で発信すればいいのかと思っていますけれども、本音は

もう尐しいろんな、我々は余りよくわからないので、尐し相談させていただきたいと思っ

ています。 

○林座長 

 ありがとうございました。 



 39 

○宮崎委員 

 御質問は藤原委員から、お客様のところで使う場合の電力会社に対するデータ等に関す

る期待感ということで御質問されたかと認識しています。手前みそで申しわけありません

けれども、我々も昔は料金請求を一括でやっていたわけですけれども、その中で料金の明

細みたいなものの使い方などのサービスなども出てくるとすると、メーター情報みたいな

ものも 30分でも１時間でも月単位だけでなしにいただければ、やはりユーザーサービスと

いう観点では、いろんなサービスができるんじゃないかというところが１つございます。 

 それから、家の中で効率的にエネルギーマネジメントするという観点では、先ほどの料

金情報でございますけれども、そういうものも種別はそうないと思いますけれども、出て

くれば整理の仕方も変わってくるというところで、端的に言えば、メーターの情報を 30

分でも１時間単位でリアルタイムに出すことで、よりきめ細かなサービスや、今後の電力

種別みたいなものも色分けが出てくるとしますと、さらにきめ細かな使い方みたいなとこ

ろでサービスがいろいろ出てくるんじゃないかと考えますと、そういう意味では非常に大

事なデータではないかと思います。 

○林座長 

 ありがとうございました。 

○村上委員 

 済みません、藤原さんの重要な御質問を失念しました。申しわけないです。 

 藤原さんから、おまえのところはデータセンターが一生懸命に省エネしているのはわか

るけれども、再生可能エネルギーを入れれば電力料が安くなるという話はそれほど簡単じ

ゃないのではないかという御指摘で、全くそのとおりでございます。私どもはグリーンＩ

Ｔという流れの中で、データセンターが電力を逆にたくさん消費していくことの御批判を

受けております。いかにして、その御批判にこたえる形での努力をするかということが１

つですが、それを続けたとしても一定程度の電力をちょうだいするしかないということが

あります。逆に、これは電力会社さんに低廉な電力を引き続き安定的に供給してください

というお願いを、特に北米の場合しているのが Clean Energy 2030 というプロポーザルで

ございます。 

 その中で申し述べさせていただきましたように、赤いところの石炭火力を 2030年までに

はやめませんか、それに代替するものとして再生可能エネルギーを使っていきませんかと

いう提案をしているわけです。藤原委員の御指摘のように、再生可能エネルギーは今はま
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だ高いわけです。そういうこともあって、そういうお願いだけをしているわけにもいかな

いでしょうということで、自助努力というか、かすかな貢献としてＲＥ＜Ｃ、Renewable 

Energy Cheaper Than Coal の略でございますけれども、そういうプロジェクトで風力、太

陽光、それから地熱というあたりが弊社が特別に力を入れているところでございます。そ

ういった開発をされている会社さんとタイアップして、何とか今アメリカの 50％を占めて

いる石炭火力よりも廉価な形での再生可能エネルギーベースの電力を生み出せないかとい

うことをやっているわけでございます。 

 いずれにしても、その主力は電力会社さんですので、引き続き低炭素社会へ向けてそう

いうものを代替エネルギーとして安定的、しかも低廉に提供していただきたいと、逆に要

請している立場でございます。 

○林座長 

 それでは、松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 発言者が既に退室されたので、言っても無駄なのかもしれませんが、まず情報の保護に

関して発言します。前回からも多くの委員が重要だと指摘しており、この問題が重要であ

ることはコンセンサスだと思います。ただ、ちゃんと考えていただきたいことは、個人情

報に関してはまず一般法によってちゃんと保護されているという点です。もちろんエネル

ギー使用に関する個人情報に関してもその規程はかかるはずですので、普通に制度設計し

たしても、野放図に個人情報が流出することは、本来ないはずだ、という点を、まず認識

していただきたい。次に、それでもなおかつ、さらに重要な情報だから、特別法によって、

あるいは特別ガイドラインによって上乗せした規制が必要だと考えるのであるとすれば、

上乗せした規制がかかっている分野はほかにもありますから、そういう規制やルールを参

考に、それに比べてなおさらに重要なものであるかを考えながら、追加的な規制を設計し

ていけばよい。いずれにせよ、個人情報が重要でないなどと思っている人は一人もいない

と思うので、その点について具体的な議論を始める前にあまり心配していただいても、と

いう気がします。もし議論をするなら、しかるべきタイミングで、もう尐し具体的に、一

般法ではこういう点で不安であるのでこのタイプの追加規制を、というレベルの議論をす

べきだと思います。 

 ２点目です。スマートメーターに関してイメージが不明確ということを指摘された委員

がいましたが、確かに、計量するだけの軽い部分とそこに含まれない重い部分を分けて議
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論すべきだと思います。委員の発言でも混乱があったのではないかと思います。例えば費

用対効果を議論した委員がいましたが、それはどっちのことを言っていたのか。すべての

家庭にほぼ軽いほうの、計量の部分のメーターを仮に入れるということがあったとしても、

本格的な DSMを行う機器及びインフラの整備をするところまでを、すべての家庭に入れる

かどうかはまた別の問題です。それをやるときに、そこまで全家庭でやるのが本当に費用

に見合うほどの効果があるのかどうか、という議論をしていたのか、あるいは、スマート

メーターを、軽いほうですけれども、スマートメーターをそもそも入れることについての

費用対効果のことを言っていたのか、どの辺のことを言っているのかを明らかにして発言

すべきだと思います。軽いほうの機能に関して言えば、これがなかったらどうやってデマ

ンドサイドマネジメントを入れていくのか。スマートコミュニティに関連するいろんな知

恵をこれなしにどうやって実現するのか、私には想像もつきません。今まで通りに恣意的

で粗雑な選択約款で特定の人にのみ都合の良いルールを再現するのでしょうか。 

デマンドサイドマネジメントに関して単にピークカットをするというプリミティブなこ

とを考えているのなら、そういう知恵のない発想をベースにして、その知恵のない発想か

ら出てきた便益とコストを比べて後者が上回っているということを安直に言わないでいた

だきたい。尐なくとも軽い方のスマートメーターは、いろんな知恵をこれから生み出して

いく、そのための制度的な基盤になる重要なインフラになるはずですから、今の知見、今

の自分の知恵だけで判断すべきでない。 

 ３点目です。いまデマンドサイドマネジメントについて申し上げましたが、今までは確

かにピークカットが主眼で、もう一つは見える化だと思いますが、ピークカットが今まで

は念頭に置かれてきたことは理解します。しかし、これから太陽光などが大量に入ってく

ることを前提としたときに、本当にデマンドサイドマネジメントはピークカットだけなの

か、ＥＶが大変普及したときに考えることはピークカットだけなのか、をちゃんと考える

べきです。昼間に太陽光で大量に発電され、これを仮に揚水で一旦蓄えたとします。その

後、夕方揚水を動かして、また電気を使うことがあったとします。このシフトで 30％のロ

スが発生するわけです。充電池で対忚しても、充放電のロス、電池の消耗も起こるわけで

す。そうすると、太陽光がかんかんと照っていて、それで余っている状態のときにわざわ

ざ使わなくて、発電しなくなった後で電気を使い始めるということをしたら、30％のむだ

が発生するわけです。そうしないで、余剰が出ているときに積極的に使って、30％のロス

を減らそうという発想だってあり得ます。そのためにどういうマネジメントを考えるのか
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も意味あることだと思います。デマンドサイドマネジメントというとピークカット、プラ

ス省エネ、というだけではないということは、念頭に置く必要があります。 

 デマンドサイドマネジメントの実証に関しては、明らかに今までのやり方は利益を過小

評価していると思います。デマンドサイドマネジメントの本命は、私は基本的には自動的

に制御してくれる、消費者が価格や需給状況をいちいち見ながらスイッチをオンオフする

のではなく、価格等の情報に自動的に反忚して自動制御してくれる機器を需要家が自ら入

れることだと思います。しかし、小さな規模で実証していく局面で、自動的に制御するよ

うな機器を開発するインセンティブはあまり出てきませんので、開発は今市場にいる人が

限定的に行うのがせいぜいで、世の中の知恵を集めるというのにはほど遠い状況だと思い

ます。実証で行われたことが、その後、全国で展開していくことが見込まれて初めて開発

が進むのだと思います。この開発インセンティブは小規模な実証、まだ全国に広がるかど

うかわからない段階では出てこない。もちろん小規模な実証は無意味だとは思わないので

すが、そのような小規模な実証でもこれだけの利益が出てくる。さらに、これが大規模に

普及したとすれば、さらに利益がでる、と考えるのが、当然だと思っています。その小規

模なところで出てくるデータをとって、これが証拠だ、利益より費用が尐し大きい、だか

らこんなのはやらないほうがいい、と判断するのはあまりに安易だと思います。 

 ４点目です。部分最適と全体最適ということについて、一般電気事業者の委員から大変

ありがたい発言をいただきました。私も全体最適が重要だと思います。部分最適が全体最

適につながらない弊害は、料金体系がいびつなときに頻繁に起こります。例えば最近の研

究会でも、膨大な補助金を投入してつくるであろう太陽光発電をゴールデンウィークにカ

レンダー機能で止めちゃうという、素人目に見るといかにも知恵のないやり方をやろうと

している。でも、それは本当にベストなのかもしれません。事実上、電気を捨てちゃうわ

けですから、これが全体最適であるとするならば、その期間の昼間は電気の価値がゼロあ

るいはマイナスであると言っているわけですから、電気代は当然にゼロになるもの、ある

いは正であるとしてもアンシラリーのための固定費用を含まない限界的な変動費用のみに

なる、つまりほぼゼロになるものだと私は思っています。これが本来の全体最適につなが

る制度です。一般電気事業者さんにとっては余りうれしくないことなのかもしれないです

が、そういうことまで含めて料金の体系を考えていく必要がある。もし料金体系をこうし

ないで、漫然と太陽光の出力調整を始めるとすれば、誰が誰の利益のためにあのような研

究会報告書を作ったのかが明らかになるのだと思います。そのようなことには絶対になら
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ないと信じてはいますが。 

スマートメーターが普及すれば、全体最適につながるよりきめ細かで合理的な料金体系

をつくることが出来るようになり、そうなればより多くの知恵を集められるようになると

思います。部分最適が全体最適につながるような料金体系を広範な需要家向けにつくれる

ようになります。軽い方のスマートメーターを議論するときには、事業者の部分最適のみ

に拘泥することなく、ぜひともそのような社会的なメリットも考えていただきたい。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかの委員の方でコメント等はございますか。 

○城所委員 

 意見ですが、辰巳さんが帰られてしまったので、私も個人情報の保護ということで申し

上げます。松村委員とかぶるんですが、ちょっと論点が違うのは、今はメーターの情報が

第三者に使われるのが不安ということを辰巳委員がおっしゃったんですが、今でもメータ

ーの情報は使われているわけです。電力会社さんとガス会社さんが独占して使っているこ

とが顕在化していないだけ。つまり今、非常に粗いデータであっても電気やガスの使用の

データを東京ガスさんや東京電力さんが持って、それで、コンサルティングができる。だ

から、暗黙のうちに情報を持っている。 

 例えば、今日、いろいろなプレゼンがありましたけれども、そういう会社さんがメータ

ーの情報を持てばまた別のタイプのコンサルティングができるということで、そこは基本

的に消費者が会社にあげることをＯＫして公開するのであれば、今とそれほど変わらない。

年配の方だと電力会社さんやガス会社さんを信頼しても一般の会社は信頼しないというこ

とがあるかもしれませんけれども、そういうことは別とすると、今は暗黙のうちになって

顕在化していない問題が顕在化してくるだけじゃないかと思います。 

 あともう一点ですけれども、今日、プレゼンで非常におもしろい夢のあることをいろい

ろ聞かせていただきました。ただ、今後の夢のある世界に関しては今の電力会社にメリッ

トはないというのが一番の問題で、結局デマンドコントロールをすれば確かに投資を減ら

すことによって利益を上げられるかもしれませんが、名目的な売り上げは減るでしょう。

ＣＯ2の削減につながるかもしれませんが、それも直接的に電力会社のメリットにならな

い。そうなると、一体どういうインセンティブでやっていくのかを疑問に思っていて、三

菱総研さんのプレゼンを聞かせていたら、やはりペンシルバニア州でもカリフォルニア州
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でも、これはもう行政からの命令です。例えば 10万軒以上の需要家を持つ州内の電力会社

はスマートメーターの導入計画を９カ月以内に提出しろとか、2010年末までに需要化が承

認した第三者に対して需要家の情報を提示すること、及び 2011年末までに“near-real 

time”で情報を提供することを求めている。結局、そういう点について、日本もどうする

べきかを考えるべきだと思います。 

 私は費用便益分析が専門ですけれども、先ほど、松村委員がおっしゃったように、基本

的に細かく測らないとその先に行けないものですから、基本的な部分では費用便益分析は

だめかもしれないんですけれども、それをやらないとほかのサービスが全くできないとし

たときはどうなるかを考える必要があるでしょう。 

 当たり前ですが、細かい情報をとれない限りその先はないという世界なので、そういう

ときに、例えば機材がちょっと高いからといっても技術革新を経れば安くなるし、未来は

なかなか予測できない部分もあるので、そういうところを織り込んで費用便益分析を考え

たほうがいい気がします。 

 １つ、私の専門のＥＴＣの話がさっき出たんですけれども、ＥＴＣは辰巳委員は非常に

便利だとおっしゃっていました。これも将来的にかなり日本の重荷になるかもしれないと

いう話が実はあります。というのはＥＴＣは、皆さん御存じのように道路特定財源が結構

豊富だったからあれをつくったんですが、よくよく考えてみると、今は携帯ＧＰＳ機能が

あるので、あれが精密化するとああいう設備がなくても、実は同じことができるかもしれ

ない。そうすると、今のＥＴＣの設備はもしかすると日本の重荷になるかもしれない。そ

ういうこともあるので、必ずしもあれがいいというわけではないということはちょっと指

摘させていただきたいと思います。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 ほかに、委員の方、コメントございますか。 

○浅野委員 

 パナソニックさんのプレゼンの資料 20ページ目ですが、先ほど佐々田さんのプレゼンに

もあったんですけれども、スマートメーターを介して使用量情報を上げる経路と、それか

ら、家庭内のホームゲートウェイを通じてサーバー、この場合はパナソニックサーバーに

なっていますけれども、２つ経路があって、さっきの話は、要するに取引情報としてダブ

ルチェックするというのが１つだし、あとは、そもそもユーティリティーサーバーとパナ
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ソニックサーバーをどうつなぐかが大きな問題だと認識しています。このパナソニックさ

んの場合には２つの経路があったほうがいいとお考えなのか、この場合はこういうケース

であって、ほかにももっといいケースがとお考えなのかを確認したいです。 

○石王委員 

 前回も尐しお話ししたんですけれども、メーターとゲートウェイは基本的に分けておく

べきだと思っています。メーター上の電力情報だけをいただいて、我々のＨＥＭＳのほう

でコントロールしたいと思っています。 

 実は今回のケースのサーバーの機能は、実はこのデンマークの会社は将来サーバーを使

ってサービスをしたい、新しいビジネスをしたいという思いがあってつくっているところ

です。今はありませんけれども、我々が持っている情報も含めて将来その会社が独自のサ

ービスをしたいという意味でサーバーを持っていることもあるので、そういう意味合いで

２つあるかと思います。 

○浅野委員 

 アメリカでいうデマンドレスポンス・サービス・プロバイダーみたいな役割ですね。わ

かりました。 

○林座長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、長時間にわたり御審議いただきどうもありがとうございました。活発な議論

があって非常によかったと思っております。 

 最後に、事務局より本日の委員の皆様の御意見等を踏まえまして、今後の議論の進め方

について御説明いただきたいと思います。 

○三田課長 

 本日は非常に有益なプレゼンテーション、そして非常に活発なディスカッションをあり

がとうございました。何のためにやるのか、メリット、あるいはユースケースを明確化す

べきではないかという一方で、今後何が起こるかわからないという中で、そういった芽を

どうやって育てていくのか、そのときにだれがそれを負担するのかという議論、あるいは、

スマートメーターの情報とＨＥＭＳとの関係、さらには情報をだれが持つのか、そのほか

にもコストとのバランス、最後に、結局、電力会社にとってのモチベーションが今の日本

の状況であるのか、といったさまざまな論点が提示されたかと思います。 

 本日は、どちらかというと情報を活用した需要家側での取り組みを中心にさまざまな状
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況をお聞きいたしました。次回はできれば、むしろ、まさに今日のユースケースの話でも

ございましたが、料金の徴収であったり、業務の効率化など、ユーティリティー側からの

立場にとって、一体メーターがどういう意味を有するのかといった点、あとはそもそもの

現在のメーターの開発の状況、あるいは、今回アメリカを取り上げましたので、欧州の状

況といった点についてプレゼンテーションないし議論をしたいと思います。第１回目で私

のほうからかなり抽象的な観点から御説明申し上げましたが、まずはこういった形で現実

に動いていることを聞きながら、さまざまな論点が整理されていくものと思います。次回

と、また、第４回ではさらにガスや水道といったところでの取り組みといった形で、尐し

皆さんメンバーでの蓄積を深めていきたいと思っております。 

 次回の場所は未定でございますが、後日決まった段階で御連絡させていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○林座長 

 それでは、長時間にわたりどうもありがとうございました。これをもちまして、第２回

スマートメーター制度検討会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。 

（了） 

 

 

 

 


