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第３回スマートメーター制度検討会 

 

日時：平成 22年 7月 22日（木）15：00～17：30 

場所：経済産業省 本館地下 2階講堂 

 

議題 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 

 

○三田課長 

 それでは定刻になりましたので、ただいまから第３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。 

 まず初めに、前回から委員の交代がございますので、御紹介させていただきます。日本

電信電話株式会社・宮崎達三研究企画部門チーフプロデューサーにかわりまして、同じく

日本電信電話株式会社・篠原弘道取締役研究企画部門長に御参加いただくことになりまし

た。ただし本日は篠原様が急用のため御欠席ということで、前回同様宮崎様に代理として

御出席いただいております。よろしくお願いいたします。 

 また、本日欠席されました委員の代理といたしまして御出席の方を紹介させていただき

ます。前田委員にかわりまして、渡辺委員代理に御出席をいただいております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の進行は林座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○林座長 

 御多用中のところ、多数の御出席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、本日もどうぞ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いたします。 

○三田課長 

 お手元に配付資料一覧という形でございますが、資料１～７まで、それと参考資料、こ

れはＡ３でございますが、この１枚がついてございます。不足がございましたら、事務局

までお申しつけください。 

○林座長 

 よろしいでしょうか。それでは、改めて本日の議題につきまして、三田課長より御説明
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をお願いいたします。 

○三田課長 

 このスマートメーター制度検討会でございますが、第１回にスマートメーターに期待さ

れる機能を大きく３つに分け、そしてそれぞれに伴う課題について、とりあえず議論のた

たき台、議論を進める前提として整理させていただきました。これを踏まえまして、第２

回の検討会では、このメーターデータを活用して、さまざまな省エネなり省ＣＯ２という

ところに役立たせる、そして新たな産業がどう発展していくか、こういったデータの利用

という観点、先般御説明しましたこの参考資料で申し上げれば、機能②というところを中

心に、現状、ビジネスの状況等について、皆様から御説明いただいたところでございます。 

 本日でございますが、今回は、このメーター自身をまさに設置して、計量を行ってとい

う、むしろメーターの側、メーターを設置して使っておられる電力会社、そしてメーター

を造っておられるメーカー、こういう方から、メーター自身が一体今どういう状況になっ

ているか、どういうふうに使われているか、について御説明いただきたいと思っています。

この観点から、まず、東京電力、中部電力、関西電力からの御説明、そしてその後、メー

ターのメーカーとして、東光東芝メーターシステムズとゼネラルエレクトリックインター

ナショナルインクＧＥエナジーからの御説明をいただきたいと思っています。また、この

スマートメーターに関しましても、やはり各国の事情というのをいろいろと比較しながら

議論をしていく必要があろうかと思いますので、前回はアメリカの状況について御説明い

ただきましたが、今回は欧州のスマートメーターに関する動向について、三菱総合研究所

の方からプレゼンをいただきたいと思っております。また、今回はメーターということで、

計量をするという側面があり、これについては計量法による規制がございますので、私ど

も事務局の方から簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 全体を通じまして、また今回もかなりプレゼンテーションが多くなりますので、時間を

２時間半いただいて、ゆっくり議論ができればと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

○林座長 

 それでは、まず関西電力株式会社・土井常務取締役より、お手元の資料３につきまして、

プレゼンテーションを行っていただきます。土井常務取締役、よろしくお願いいたします。 

○土井委員 

 関西電力の土井でございます。今回はスマートメーターに関するプレゼンをする機会を
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頂戴いたしまして、感謝申し上げます。関西電力の現時点の取り組み事例を、後ほど説明

させていただきますが、それに先立ちまして、スマートメーターに関する検討を今後実施

していくに当たってのスタンスについて、私どもが実証をしております立場から、東電さ

ん、ならびに中部電力さんとともに、他電力の意見も踏まえまして、最初に述べたいと思

います。 

 では、資料の方をめくっていただきまして、右肩の３ページを開けていただけますでし

ょうか。こちらの方に、現在の電力各社の新型電子式メーターに関する取り組み状況につ

いて記載しております。地域事情などもございまして、各社の取り組み状況に差異はある

ものの、関西電力も含めまして６つの電力はいずれも、下線を引いておりますが、通信機

能を持たせた電子式計器の実証、あるいは試験導入を、ここ１年中に実施または計画中の

段階ということでございます。 

 次のページに参りまして、検討に当たっての基本的な考え方をまとめております。まず、

やはり１つ目の○にございますように、日本としてのスマートメーターにはどのような機

能が求められ、またそのために可能な選択肢は何なのかなど、どのような対応ができるか、

しっかりと私どもは勉強していきたいと思っております。次に、２つ目にございますよう

に、具体的な検討に当たりましては、新たな計量システムの導入に関する課題に加えまし

て、今回のテーマでもございますが、データ提供する場合の課題に関しても、十分留意が

必要であると考えております。 

 左側の方は、新たな計量システムの導入に関する課題でございます。これは先ほど申し

ましたようにいろいろ地域事情によりまして、各社の実情に応じた取り組みが必要でござ

いますが、本日は先行する関西電力として、どのようにこの課題に取り組んできたかを、

後ほど説明させていただきます。 

 右の方に参りまして、今後検討が進められますスマートメーターでも、これに加えまし

て、データ提供といった機能も検討対象になると思われますが、関西電力を含めまして各

電力とも、このテーマにつきましてはまだまだ未検討の段階でございます。不足があるか

もしれませんが、現時点で留意すべきと考えております点について、次のページで説明さ

せていただきます。 

 まず、スマートメーターには、やはり電気事業を行う上で、まずは電力量値を計量する

という本来の機能がございます。それを前提としまして、どのようなデータを提供するか

につきましては、やはり電気事業として合理的な説明がつく範囲内での整理が必要であり、
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その上で検討してまいたいと思っております。 

 ２点目のデータ提供の方法でございますが、例えば Web経由、あるいはメーターから直

接提供する方法など、いろいろな方法が考えられると思います。現時点ではまだまだ検討

不足でございますので、決め撃ちするのではなくて、お客さま宅の設備配置状況、地域事

情、あるいは今後の技術動向などに応じて、弾力的に判断できるようにすべきと思ってお

ります。 

 ３点目でございますが、計量データの扱いでございます。これは仮に 30分ごとのデータ

を扱うとなった場合、やはりお客さまの在宅状況などを把握できるなど、かなりプライバ

シー性が高いものとなります。そのため、それらを議論する際には、セキュリティー対策

などについては十分留意が必要でございます。その上でデータ提供の検討に当たっては、

やはりお客さまにどういうメリットがあるのかを明確にいたしまして、お客さまの御理解

を得ることが重要であると考えております。 

 それから、今日も御報告がございますが、海外事例を参照する場合には、やはり国によ

って導入目的、エネルギーの使用状況、事業者の業務運営実態、法体系などが異なるケー

スもございます。実際のプロジェクトの内容もさまざまであると認識しておりますので、

前回申し上げましたが、そういった違いも踏まえながら、俎上に上げていくことが必要で

あると思っております。 

 こうした課題につきましては、今後この場で検討する必要があると考えておりまして、

皆様とともに知見を深めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、ここからは関西電力の取り組み状況を説明させていただきます。右肩の７ペ

ージです。最初に、従来のメーターや、さらにはそのメーターに関わる電力会社の業務に

ついて予備知識を持っていただくべく、まとめさせていただいております。メーターとい

うのは、委員の皆さんのお宅にも設置されているものでございますが、普段はあまり注意

してご覧になったことがない方もおられると思います。 

 めくっていただきまして８ページ、こちらの方にまとめておりますが、まず電力メータ

ーというのは、いわゆる取引上の電気の量を計量するものでございます。計量法の特定計

量器に該当するものでございます。当然料金に直結するものなので、性能など“適正な計

量の実施”を確保するためのルールも、計量法で規定されております。 

 それから、適正な計量をするために、こうした必要な性能を満たしているかどうか、１
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台ずつ、第三者機関でございます日本電気計器検定所の検定を受ける必要がございます。

合格したメーターだけを使っております。 

 右の図のように、メーターをお客さま宅の外壁などに設置いたしまして、お客さまの電

気の総量を計量しておりますが、そのスペースは私どもの供給約款に基づきまして、お客

さまから御提供いただいております。できるだけ工事や検針がしやすい場所をお選びいた

だくようにお願いしておりますが、後ほど説明いたしますように、なかなか難しい場合も

ございます。 

 下の表に、弊社で使用してきております主なメーターを記載しておりますが、電力会社

ではお客さまの電気の契約種別によって、さまざまな種類のメーターを使い分けておりま

す。一番左側が、昔からある機械式のメーターでございます。真ん中と右側が比較的新し

い電子式メーターでございます。右側の電子式では、計量の時間帯というのを持っており

まして、中にはカレンダーの内蔵タイプもございます。後ほど説明させていただきますが、

実はこれが一つの課題になっております。 

 次のページをめくっていただけますでしょうか。電力量計に関する流れを示しておりま

す。時計回りに見ていただけるようになっておりますが、まず左上のところで、メーカー

で製造されてから、いわゆる計量法に基づく検定を受け、次に右の方に参りまして、お客

さまの契約種別に合ったメーターを、関西の場合でいいますと年に約 30万台、お客さまの

お宅に設置しております。そして、毎月検針人が、関西ですと約 1,200万口のお客さま宅

を訪問して検針しているということでございます。検針の作業は、下の真ん中の枠に補足

しておりますように、まずメーターに表示された値を目で読み取って、それをハンディー

ターミナルという携帯の端末の機械に打ち込みまして、その場で検針票、いわゆる電気の

御使用量のお知らせを印刷して、ポストに投函させていただいております。 

 10年たちますと、初めに受けた検定の有効期間が切れますので、検定を受けた別のメー

ターに取替工事を行います。この作業は左下の写真のように、電線を抜き差しするのです

が、通電したまま行いますので、非常に慎重な作業が必要でございます。年に約 120万台、

日々こうした作業を繰り返しております。撤去したメーターでございますが、再びメーカ

ーで点検・修理いたしまして、検定を受けてこのサイクルに戻ってまいります。 

 こうした中、お客さまには電気料金を滞納される方もおられます。この場合、私どもは

一旦電気の供給を停止させていただきますが、滞納分をお支払いいただいたときには、夜

間であってもお客さま宅を訪問しまして、停止の解除、いわゆる供給の再開を行わなけれ
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ばなりません。 

 このように日々さまざまな業務がございますが、その課題を次のページにまとめており

ます。課題は大きく分けますと３つございます。 

 まずメーター自体に関する課題でございます。一つは契約種別ごとにメーターを使い分

けているということで、契約の変更の都度、取り替えをしなければなりません。それから、

先ほど言いましたように、通電したまま取替工事を行いますので、感電やアーク災害の危

険性がございます。 

 中央が、検針業務に関する課題でございます。毎月検針人が伺わせていただいておりま

すが、例えば遠隔地であるとかオートロックマンションなど、なかなか伺うこと自体が大

変な場所がございます。それから、メーターの値を目で読み取っておりますが、非常に見

えにくい場所や、作業が困難な箇所がありますと、ヒューマンエラーで読み間違え、お客

さまに御迷惑をおかけすることがございます。 

 一番下は契約や料金に関する課題でございます。こちらの方は、電気料金滞納のお客さ

まへの供給の停止。それから先ほど申しました解除。それから、お引っ越しなどの際に、

電気の使用開始・廃止の都度、そのときにメーターを読む行為がございます。それから、

祝日変更などによってメーターの内部のカレンダーを変えないといけない。こういった作

業がございまして、その都度、現地に行って作業が必要でございます。特に供給停止の解

除では、先ほど申しましたように、休みの日でも夜間でも現地に行って作業が必要である

ということが悩みの種でございました。これらを何とか解決したかったというのが、関西

電力の取り組みの動機でございます。 

 次のページを見ていただきます。それでは、私どもが今試験導入を進めております新計

量システムについて、ご説明させていただきます。 

 12ページ、まず上にございますように、新計量システムとは簡単に申しますと、お客さ

まの御家庭に設置しております電力メーターに通信機能を持たせまして、面的に整備され

た光ケーブル網などを活用して、検針などの計量関係業務を私どもの営業所から遠隔で実

施するシステムでございます。私どもの新計量システムでは、２種類の通信の方式を使い

分けております。 

 上が一般住宅の場合でございます。メーター同士が隣同士で近くにあることを利用いた

しまして、この絵で申しますと、右の方から無線で計量のデータを家同士バケツリレーの

ように集めていきます。その全体のデータを、ちょうど真ん中に電柱の絵がございますが、
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そちらの上にあります赤で示しました集約装置の方に集めまして、ここから以降は私ども

の例でございますと、グループ会社でもございます通信事業会社の光ケーブルを使って、

データセンターまで送っております。 

 下がマンションの場合でございます。マンションの場合ですと電波が届きにくいケース

もございます。ＰＬＣといいます電気の配線を使って通信する技術を使って、計量データ

を集めまして、電気室に設置した集約装置を介して、ここから光ケーブルで先ほどと同じ

ようにセンターまで送るという仕組みにしております。 

 このシステムでは、やはりプライバシー性の高いデータを取り扱いますので、詳しくは

申し上げられませんが、厳重に独自のセキュリティー対策を実施しております。 

 次のページをごらんください。さらに、計量データを今回遠隔で集められるようになり

ますので、電力量計自体の機能を見直しております。これは季節別時間帯別の契約の例で

ございます。上の方に従来のメーターの仕組みが書いてございます。従来のメーターです

と、メーターの中に時間帯別のカレンダーを内蔵しておりまして、メーターの中で計量値

をこの時間帯別に振り分けまして、これらを検針人が現地で読み取っております。下の方

式は新しい方式ですが、これを改めまして、新しいやり方ではいわゆる 30分ごとに計量を

しておいて、それをメーターからデータセンターへ送りまして、これをデータセンター側

で時間帯別に振り分けるということにいたします。 

 それにより、お客さま宅を訪問しての検針作業がなくなりますし、いろいろな災害のリ

スクも排除できますし、ヒューマンエラーの可能性も排除できます。さらに、一々休みや

祭日の変更等でカレンダーを書きかえるという必要もなくなりますので、お客さまの契約

種別が変わっても、データセンター側の処理を変えればいいので、メーター自体を取りか

えるという作業もなくなります。こういったメリットがございます。 

 次のページをご覧ください。今度はこの新しいメーターの構造を御説明いたします。上

の写真の右側が新しく開発したメーターでございます。左側のメーターと比べますと、大

きさは同じでございますが、見た目が大分異なっておりまして、一番の特徴は３つのユニ

ットに分けまして、これをベースという基盤に差し込む構造にしたことでございます。 

 それぞれの機能でございますが、真ん中にあります計量ユニット、これで電気を計量い

たします。その計量値を、一番上にあります通信ユニットに送りまして、通信ユニットか

らデータセンターに向けてデータを送るようになっております。従来のメーターですと、

検定の有効期間が過ぎますと、このメーター全体を取り替えておりましたが、今度のメー
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ターではこの真ん中のユニットだけの差し替えで済みます。よって、取り替え工事の作業

性や安全性も改善しております。 

 一番下、これは負荷開閉ユニットでございまして、内蔵されているスイッチを、通信ユ

ニットを介した指令により切ったり入れたりすることで、電気をとめたり、あるいは解除

することができますので、休日や夜間に現地に行っての作業を減らすことができるように

なっております。 

 次のページに、これまでの関西電力の取り組みをまとめております。さかのぼりますと、

上の年表にございますように、11年前から研究開発を行っておりまして、特に通信に関し

てはさまざまな方式の研究を行ってまいりました。無線、ＰＬＣ、有線ＬＡＮ、あるいは

公衆回線を使った１：１方式、さらには現在適用しておりますバケツリレー方式、いろい

ろな方式を実際に試すことで、経済的かつ長期的に安定して使用可能な通信方式を検討し

てまいりました。 

 並行してこうしたシステムを応用する研究も行ってきております。要素技術の目処があ

る程度たってまいりましたので、平成 17年からは現場導入に向けた業務面、設備面の両面

から業務改革、いわゆる仕事のやり方の見直しを始めました。何度も現場と打ち合わせを

重ねまして、まずこれまでの仕事のやり方を細部まで洗い出しました。その上で、計量と

いうのは事業の根幹でございますので、片時もとめることができません。ということで、

新計量システムの導入段階、そして新旧のメーターが混在する段階、それから最終段階、

それぞれの段階でどんな仕事のやり方をするのか。もしシステムが不調になったらどうす

るのか。一つずつ検討していきまして、見えてきた課題や必要機能を、システム、業務ル

ールに反映していく。こういった作業を繰り返してまいりました。 

 それから、システムの信頼性という観点からは、やはり一つのメーカーで統一しますと、

不具合が発生した場合に全体がとまってしまいますので、複数のメーカーから機器を採用

することといたしました。右下の写真は、社内に試験環境をつくりまして、この場合は 750

台をこういった室内に並べまして、この中でメーカーの仕様のすり合わせも含めまして、

約 3,000項目にわたる機器の動作確認をいたしました。 

 次のページがもう尐し最近の動きでございます。実際に現場に設置する段階におきまし

ては、やはり実現場におけるシステム面の最終確認を行っております。すなわち先ほど約

3,000項目の試験を実施したと申しましたが平成 20年度に入りましては、計量ユニットも

組み合わせまして、異メーカー間の互換性、工事の作業性、作業時間、通信安定性、動作
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の確認、それから大事な遠隔検針データと目視検針値の突き合わせも実施いたしました。 

 この年度の後半には、ようやくシステムとして運用できそうだという判断をいたしまし

て、以降試験導入として段階的に、徐々に規模を拡大しながら、先月末で約 43万台導入し

てまいりました。その際には、一部地域でございますが、集中的に新型メーターを導入い

たしまして、新旧混在期からすべてが新型に置きかわるまでの過程の模擬のシミュレーシ

ョンも行いました。導入拡大に従って、バケツリレーがどのように構成されていくかの検

証も行っております。さまざまなシーンでさまざまな人がこのシステムを利用いたします

ので、それがちゃんと支障なく機能するかは、本当にやってみないとわかりません。現在

まだまだ課題が発生しており、一つずつそれらを解決しているところでございますが、そ

ういった課題については、業務処理方法の見直しや教育などを通じて対策の浸透を図って

おります。 

 あわせまして今後に向けましては、やはりコスト低減、信頼性向上、それから通信の検

証、改善といった、システムのさらなる改良にも取り組んでいるところでございます。 

 この取り組みは本当に社内外の関係者がたくさん関わっておりまして、密接にコミュニ

ケーションを図りながら、一歩ずつ進めてまいりたいと思っております。 

 次のページでございます。こうして導入しました新計量システムでございますが、既に

導入した箇所ではその効果が出始めております。絵の中の青の吹き出しがそれでございま

す。安全性の向上、検針作業の短縮、これはお客さまにも喜んでいただくことかと思いま

すが、お客さまの敷地に立ち入らなくても検針ができるようになっております。それから、

今後はさらに、緑で示しましたようなさまざまな工事困難箇所での対応、あるいはさまざ

まな運用ケースへの適用確認など、検証とノウハウの蓄積を続けてまいりたいと思ってお

ります。 

 次のページに尐しその事例を示しております。この箇所は、いわゆる雑居ビルでござい

まして、ビルとビルのすき間に７台のメーターが取りつけられております。これまでの検

針作業では脚立が必要でございました。しかもその脚立を広げるスペースがないため、閉

じたまま使って、20分ぐらいかけてやっていたということでございます。これが右の写真

のように、このケースでは、まだバケツリレーのネットワークにこのメーターが全部つな

がっておりませんので、ここではハンディーターミナルという機械を使って読み取ってお

りますが、この作業だけでも２分で、しかも安全にできるようになりました。バケツリレ

ーのため周辺のメーターがどんどん新型に置きかわってまいりますと、これが全部無線で
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つながりますので、こういった現場作業自体が不要になるということでございます。 

 続きまして、いわゆる電気の見える化、これは弊社が今実施中で、「検針票 Web通知サー

ビス」と呼んでおりますが、それについて説明させていただきます。 

 20ページ、このサービスは事前にご登録いただきましたお客さまに、インターネットを

使って検針結果や請求金額を見ていただけるようにしたものでございます。事前の登録で

は、当社のホームページにアクセスしていただきまして、登録をしていただくわけですが、

ＩＤや仮パスワードの発行は、電気の御使用場所、つまりお客さまの御自宅へ郵送するこ

とにしております。これによりまして、なりすましの申し込みができないようになってお

ります。 

 それから、遠隔検針でつながっているお客さまの場合でございますと、ちょうど真ん中

の下のところに棒グラフがございますが、１時間単位で電気の御使用状況が確認できるよ

うになっております。 

 さらに右の方に参りまして、お客さまにガスや灯油やガソリンなど他のエネルギーの使

用量も入力していただきますと、右のイメージ図のように、１カ月間でどれぐらいのＣＯ

２を排出したか、それを見ていただけるようになっております。 

 以上がこれまでの取り組みでございます。最後に当社の新計量システムの取り組みにお

けます今後の課題を説明させていただきます。 

 まず１点目でございます。やはり今後の導入規模を拡大させて本格導入していくために

は、まずはシステム全体のコストダウンを図っていかねばなりません。これはやはりメー

カーさんなどと、一層綿密に連携して対応していかねばならないと考えております。 

 ２点目でございます。先ほど申しましたように、さまざまな箇所で検証を進める中で、

なかなか条件が厳しくて通信がうまくいかないケースもまだまだあり得ると考えておりま

す。その対応策をどうするか。それから、例えば光ケーブルがないところはどうやってい

くのかといった検討が必要でございます。 

 ３点目でございます。せっかく収集したデータでございますから、検針以外の電気事業、

例えばこれまでよりもお客さまの電気の御使用状況が詳しくわかりますので、その実態を

配電設備の形成に反映することによりまして、従来よりもより合理的な設備形成ができな

いかといったデータの活用検討も実施していきたいと思っております。 

 今回のプレゼンの後半部分では、当社の新計量システムの取り組み状況を説明させてい

ただきました。当社といたしましては、本格運用に向けまして、これらの課題に積極的に
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取り組みまして、電気エネルギー利用の見える化など、より一層お客さまや社会のお役に

立てるよう、一歩ずつ確実に歩み続けたいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

○林座長 

 土井様、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、東光東芝メーターシステムズ株式会社・小林参事より、お手元の

資料４につきまして、プレゼンテーションを行っていただきたいと思います。小林参事、

よろしくお願いいたします。 

○小林委員 

 ただいま御紹介がありました、東光東芝メーターシステムズの小林と申します。私たち

はメーターのメーカーということでありまして、スマートメーターのシステムの中で、メ

ーターという視点で尐しお話をさせていただこうかと思っております。 

 メーターといっても、私はここ数年ヨーロッパの方に、メータリングヨーロッパ等委員

会を含めて出かけていきまして、いろいろ各電力会社さん、あるいは一般の需要家の方と

お話をさせていただきました経験をもとに、ヨーロッパはこんなことになっているよとい

うお話をお伝えして、今後の検討材料にしていただければと思っております。 

 ページをめくっていただきまして、２ページ目から入りたいと思います。やはり土井様

もお話がありましたが、メーターというのは検針がつきものでありまして、そこが日本と

大分様相が違っているというところからお話を始めたいと思います。ヨーロッパというの

は、メーターは基本的には全部家の中についているということで、検針員が行って簡単に

見られる状況にはありません。ではどうやって検針をするのかといいますと、１カ月に１

回、電力会社さんからはがきが届きます。家の中で計器の計量値を見て、自己申告でここ

に書いて投函をします。投函すると、これから請求書が送られてきて、電気料金を納入す

るということになっています。ただ、それだけではいろいろありますので、１年に１回ず

つ、実際に電力会社の方が家に入って見ることにはなっているのですが、ここがあやでご

ざいまして、一般の人に聞いてみると、ほとんど来ていないというのが実態であります。 

 それでどうなるかというと、ヨーロッパは社会問題になるほど不正といいますか、盗電

の多発ということが起こっております。これを解消するということで、昔から、まだ通信

などが発達していないころから、いろいろな対策が講じられてきております。まず電気料

金の支払いですが、今も契約時に３つの種類を選択できることになっています。ここに書
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いてございますように、ポストペイド、フラットペイド、プリペイドということです。ポ

ストペイドというのは、基本的に１カ月の使用量を、使っただけお金を払うという仕組み

でございます。フラットペイドは、基本的に定額料金にしておいて、１年に１回差額を納

入するというやり方であります。もう一つ、昔からヨーロッパは発達していましたが、前

納式で、払っただけ電気が使えるプリペイドというので、基本的には電力会社が、これで

払ってくださいというのをみんなに勧めていたやり方ということであります。 

 次のページへ行っていただきますと、最初はプリペイド計器というのは、コイン（お金）

を入れて、払っただけ使えるということであります。世界最古のコインメーター、プリペ

イドメーターというのは 1800 年代で、1800 年代といいますと日本は江戸時代、徳川の時

代であります。これがやはりまたいたずらをしまして、コインを盗まれて何回も使うとい

うことになりまして、トークンといって１回しか使えない擬似コインにしたメーターをつ

くりました。それでも擬似コインをまたさらにつくられるということがあって、繰り返し

で、最近近いところではバジェットという計器ができました。バジェットというのは鍵と

いう意味で、払っただけ鍵の加工をして、それをメーターで読み取らせて、払っただけ電

気が使えるというところであります。その次に、我々も使っていましたテレフォンカード

と一緒で、磁気カードになりまして、プリペイドカードを用いたプリペイドという、電気

を払っただけ使えるという形になりました。最近ではメモリーチップを入れたカードを使

って、ここに料金を書き込んで、その分だけ電気が使えるという方向に変わりつつありま

す。これをヨーロッパではスマートカードと呼びました。皆さんがお使いのスマートメー

ター、スマートメータリング、スマートグリッドの発祥はこれだと、ヨーロッパの人は言

っております。 

 次のページに行きまして、ではスマートメーターの定義は何かというと、三位一体のメ

ーター。関電さんのメーターがまさにそういう形になっておられるのですが、１番目が電

力量の計測であります。２番目が遠隔の開閉。３番目が双方向の通信。この３つが一体と

なって入っているものをスマートメーターと呼びましょう。こういうことでオーソライズ

したのがヨーロッパという話になって、それが世界的に普及してきたと考えております。 

 では、スマートメーターというのはどういうふうになっているんだというところですが、

まず電力計量部であります。基本的には今ヨーロッパのメーターというのは双方向という

ところで、双方向という計量になっています。これは皆さんも御存じのとおりだと思いま

すが、まず電力さんから電気を買うというところをはかるもの。それから、将来的には太
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陽光等で、今度は逆に余った電気を売るという形で、流れが逆転する。この両方をはかる

という意味の双方向という意味です。ヨーロッパ系のメーターは現在値、それから計量確

定値というのは検針値といいまして、１カ月の料金がわかるような計量値であります。そ

れから 30分値、それ以外に５分値や 15分値や 60分値というのを出しているメーターもあ

ると言われております。 

 次のページに行きます。ここで皆さんが誤解しないように一応お話をしますが、30分値

とよく言います。30分値は実は 30分の使用電力量ではありません。00、30分のときの累

積のデータがそのまま出ていくのが 30分値。これは世界でも日本でも同じですので、こう

いうふうな記憶をしてください。これをセンター側で集めて、現在の量から前の量を引い

て、初めて 30分間の電力量が出てくる、こういう意味でございます。世界共通だというこ

とで、認識をしていただければと思います。 

 次のページに行きます。今メーターはかなりインテリジェントになっています。ただ電

力量をはかるという時代ではなくて、ヨーロッパ系のメーターというのは、もう一つはト

ランスデューサという、電圧、電流、周波数、電力、高調波なども出るようなメーターが

ございます。それから、異常値検出、ステータスをはかる、教えるという意味で、停電、

瞬停、フリッカ、欠相、電線接続状態など、言ってみれば悪さを防止するような仕組みが

メーターの中に入っているというところであります。あと計器情報なども入っています。

それから、後で説明しますが、ヨーロッパはガスと水道のメーターを電気に集めて通信を

するという仕組みができていますので、そういうエリアをメモリーとして持っているとい

うところがあります。というところが電力量計の計測部分です。 

 次は開閉器です。ここは遠隔で制御をするのですが、一つだけ言うと、本来ならばここ

は今風ですからエレクトロニクスで電子にしたいのですが、電子は――ちょっと専門的に

なりますけれども――順方向をオンしたときにでも、ここの消費電力がありまして、順方

向ドロップをお金に計量されてしまうというところがありますので、世界じゅうこういう

接点の開閉器を使って、できる限りここに抵抗がなくて、熱が発生しないようなものを使

っているというのが今の実態でございます。 

 次のページへ行かせてもらいます。通信部です。通信部は、実は３年ぐらい前にヨーロ

ッパへ行ったときは、無線が主力でありました。特に Zig-Beeというもので、セミナーな

ども Zig-Bee一色でありまして、アライアンスも含めて説明が多くありました。ところが、

最近は無線の方も WiMaxとか、ドイツが使っています M-busとか、こんなのがふえてきた
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ということもありますが、一つの流れとして、ＰＬＣ（配電線搬送）が重く扱われるよう

に去年ぐらいからなってきています。共通ワードはトランス越えであります。これは低圧

から高圧まで信号が減衰しないで、その間にいろいろな装置を入れないで、コストダウン

ができるような形で電送ができるものをフランスやスペインが選択をして、この動向を実

証試験としてやっているのですが、各国が今眺めているというような状況が続いておりま

す。 

 次に行きます。今度はシステムとして考え方場合、これは皆さんよく御存じなのでいい

と思いますが、昔は自動検針というところで、ＡＭＲという言葉で言われていました。最

近はＡＭＭ、あるいはＡＭＩ（Advanced Meter Infrastructure）というところで、スマー

トメーターのシステム、あるいはスマートグリッドなどはやはりＡＭＩという言葉を使っ

ているのが実態でございます。 

 次のページは Enelさんで撮らせてもらった写真です。イタリアの Enelは 2001年からス

マートメーターを入れていますが、そのシステムを撮らせていただきました。これは途中

に変圧器があります。そこのところにコンセントレータという収集器があります。ここま

で、ここにＤＬＣと書いてあります、先ほど関電さんはＰＬＣと言っておりました。同じ

です。Power Line Communication、こっちは Distribution Line Communication で、両方

とも配電線搬送で持っていって、途中から、これはエリクソンの携帯でセンターへ持って

いくと聞いています。右側に Enelが使っていますスマートメーターとコンセントレータの

写真を載せてあります。 

 次のページに行きます。Enelさんでいろいろヒアリングをした中で、Enel のグリッドで

はないのですが、スマートメーターのシステムというのは、計測データを使って、コンセ

ントレータからセンターに集めて、料金制度等を多様化させていくのと業務効率を改善す

るというだけではなくて、前回も皆さん発表、御討議にありましたが、いわゆるＨＥＭＳ

と言われているサービスの向上という形で、ホームオートメーションも今検討されている

というところであります。 

 次のページに行かせてもらいます。これらを簡単にまとめてみました。イタリアはエネ

ル。実はこれは細かく言うと、イタリアはもう一つアチェアという電力会社がありますが、

これはエネルだけで考えています。3,300 万件一応ついています。それからスウェーデン

にバッテンフォールという電力会社があります。これも右手の方のこういうメーターを使

っていまして、バッテンフォールのメーターはエシェロン製ですが、多分一番高機能のも



15 

 

のを使っているというところです。フィンランドのフォータムは、これもこういうメータ

ーを使っております。 

 次のページに行って、オランダのＮＵＯＮもこんな絵のメーターを使っております。ド

イツのＥＯＮは、ちょっと見にくいかもしれませんが、ＥＯＮで撮らせてもらったメータ

ーをここに載せてあります。イギリスは本当は６つ電力会社がありますが、ここに写真で

撮らせてもらっているメーターというのは、 ＥＤＦ Energy 、旧ロンドン配電と言われて

いるところのメーターでございます。こんなメーターを使っていますよというところ。 

 次のページが、フランスのＥＤＦが使っていますランディス＆ギアのメーターでありま

す。 

 それから、アメリカはＡＮＳＩのメーターといって、丸形のものを使っています。これ

は後のＧＥの新野さんの方にお任せしたいと思っています。 

 次のページに行って、ヨーロッパがどういうことでメーターを入れていったかというこ

とで、期待される効果といいますか、ねらい目は大きく３つあるということです。電力業

務効率化、デマンドレスポンス、ホームエリアネットワークへの対応というところですが、

ここにいろいろ書いてあるのは向こうでヒアリングしたことであって、必ずしも向こうが

今全部やっているかというと、計画と期待というところが大きくて、やっていないものは

あります。やはり一番のねらいは、社会問題になっています不正（料金徴収ロス）を回避

する、ここだけを本当にねらってやったと言っても過言ではないぐらい、ヨーロッパの各

地はそこをきっちり取るというところをねらってシステムを入れたというのが実態でござ

います。 

 次のページに行きまして、特に最近話題の多いスマートグリッド、あるいはスマートメ

ーターですが、やはり国や地域によって大分入れる条件が違うということを申し述べてお

きたいと思います。御存じのとおり、アメリカは州ごとに網が独立している部分もありま

す。停電がかなり社会問題になっているという中で、いかにその網を安定化できるかとい

うところをねらって、スマートグリッドあるいはスマートメーターを入れていくというと

ころです。ヨーロッパは圧倒的に盗電の被害を防止するというところであります。日本は

今のところ盗電も停電も余り問題がないというところで、今後の課題ですねということで、

将来に対していろいろ検討していこうというところが、今の状況かと考えています。 

 次のページに行きます。ヨーロッパでスマートメーターシステムとして特徴的なことを

お話しくださった人のまとめを、この７つぐらいに挙げてあります。それを簡単に一つ一
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つ御説明をいたします。 

 次のページから行きます。まず、これが不正にかなり違うというところですが、実際の

使用量に即した課金が可能というところで、とにかく１カ月に１回データを上げて、きっ

ちり料金を払っていただくというところが最大の目的ですよというのは、繰り返してお話

をいたしました。 

 次のページです。２番目はデマンドレスポンスと言われているところですが、これは有

名なアメリカのカリフォルニアにありますＳＣＥの料金制度の例であります。最近特にＣ

ＰＰ（Critical Peak Pricing）などが注目を浴びていまして、いろいろ検討されているよ

うに聞いています。こんなのがありますよということで、ちょっと時間がないので省略を

させていただきますが、デマンドレスポンスというのも考えられているというところであ

ります。ヨーロッパはまだ余りここのところに力が入っていなくて、逆に言うとＳＣＥの

を勉強しているというのが正解かなと思っております。 

 次は、これは直接的にロンドンのＥＤＦ Energy で聞いてきたことです。ちょっと御紹

介をいたします。このメーターはテンキーがついています。ヨーロッパではメーターを入

れて、やはり業務効率改善をしたいというところで、ＥＤＦだけですが、向こうは完全に

自由化されていて、電力さんというのも日本と違いまして、発電会社、送電会社、配電会

社に分かれているし、サプライヤーとしての発電会社などは自由に選べるわけです。ＥＵ

はほとんどそうだと言っていますが、契約は最低１カ月間でサプライヤーを変えていいと

いうことになっています。その都度契約更改をするのはもったいないということで、今Ｅ

ＤＦ－ＵＫが考えているのは、このメーターに、例えば１番を１時間帯、２番を２時間帯、

３番を３時間帯と出して、テンキーで自分のＩＤ番号を入れて、何を選択するかという番

号をセンターに送ってやるともう契約ができる、そういうシステムを構築したいと。人が

１カ月間で何人も出ていくのではやっていられませんよという話で、そういう話を聞いて

きたので御紹介をさせていただきました。こういうのもスマートグリッド、あるいはスマ

ートメーターを入れる一つの理由になるのかなというふうに勉強させてもらったところで

あります。 

 次のページに行きます。デマンドコントロールによる省エネです。ちょっと信じられな

いかもしれないですが、ヨーロッパ、あるいは一部のアメリカにあると聞いていますけれ

ども、スマートメーターに開閉器がついていて、とにかく電気を全部とめてしまう。日本

では絶対に冷蔵庫も含めて考えられないですが、とめてしまう時間帯をつくると、相当電
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気料金を安くするよという制度があるのだそうであります。それから、あと見える化とい

うところで、基本的には家庭内のインフォームディスプレーの中に料金で kWhとか立米と

か、いわゆるインフラのデータの表示というのは家庭の奥様たちには余りわからないとい

うところで、金額で表示するというのはなかなか興味を引いていると聞いております。 

 次のページに行きます。不正防止というところで、ヨーロッパではやはりいたずらがか

なりあって、メーターの配線を抜かれたりします。こういうのに対する状況をメーターで

把握しておいて、不正を行ったらペナルティーをとるということを徹底してやるのだそう

であります。 

 次のページです。これもＥＤＦ－ＵＫで撮らせていただきました。ライフライン（電気・

ガス・水道）の統合検針であります。先ほどちょっと言いましたように、電気のメーター

にデータを集める。集めるのは全部無線の Zig-Bee でやるという形で、通信するのは電気

のメーターです。なぜかといいますと、ガスや水道というのは基本的に電気が来ていない

ので、バッテリーで動かしていますので、余り検針を、絶えず会話をしていますとバッテ

リーがなくなって、10 年とか検定有効期間にもたないので、通信するのは電気のある電気

のメーターというように、もう徹底しているというところであります。 

 次が、皆さんもよく御存じのスマートグリッドのキーコンポというところで、再生エネ

ルギー、新交通システム、高圧受電、ＨＥＭＳなど、いろいろなものに対してメーターの

データを使いましょうと。私はすごく感じたのですが、スマートグリッド、スマートメー

ターというのは、基本的には一言で言うと、メーターのはかったデータを機軸にしたシス

テムなんだというところであります。やはりメーターのデータというのが非常に大事で、

その意味ではヨーロッパとは違うんですけれども、日本はやはりセキュリティーという問

題もここで考えていかなければいけないんだとは思いますが、そういう時代の流れととも

にメーターのデータを使いながら、うまくいろいろなものを動かしていくというシステム

がスマートグリッドなりスマートメーターというふうに考えられるということを、ヨーロ

ッパで強く感じてまいりました。 

 次が 27ページ、今後というところで、去年 Enel等でヒアリングしたときの内容を御紹

介いたします。スマートメーター、スマートグリッドというのは世界的な潮流です。それ

から、スマートグリッドというのは狭いある１国、ある地域でやるものではなくて、世界

全体の連結ですよという考えを Enel が持っているというところ。それから、2020 年ごろ

までに、ＥＵ内ではスマートメーターを全家庭に入れるというところ。それに対する国家
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間での規格統一が必要というようなことを言っています。Enelは一体化・２チップ１ボー

ド化という思想もあるみたいですし、Zig-Bee を中心にして、最近はＰＬＣも対応という

ことが出てきています。 

 次のページです。去年のメータリングヨーロッパの報告をいたします。最大のキーワー

ドは「interoperability」という言葉です。これは単につながるということだけではなく

て、日本では考えられませんが、いろいろなサプライヤーが中のデータを見られるという

こと。それから、ソフトを配信して、メーターを変えないでサプライヤーが変わるという

こと。そういうことを含めて interoperabilityですよというところが、すごく新鮮に感じ

ました。それから、コンセントレータがトランスについているので、トランスのインテリ

ジェント化というのも進んでいます。それから、あとは Zig-Beeを中心に無線というのが

ありましたが、最近ではＰＬＣが尐し再認識されているというところであります。それか

ら、それのデータ処理で、Metering Data Management System というのも、結構ヨーロッ

パでは盛んに検討されているということをお伝えしておきます。 

 それは次のページに簡単に書いてございますが、ちょっと省略をさせていただきます。 

 最後に、これはヨーロッパ系の話でまとめをさせていただきますが、エネルギーマネジ

メントという形で、電力品質確保、系統安定化、設備の最適化、セキュリティー確保、省

エネ、ＣＯ２削減という項目があります。その中でメーターのデータをこういう形で使っ

ているよというのが、ヨーロッパ各国の電力会社のいろいろなディスカッションの中で聞

いてきた内容でございます。ここに書いてございますように、電力品質だと電圧、電流、

周波数、高調波などを見ていますとか、系統安定化は 30分値を使っていますとか、そんな

お話を聞いてまいりました。 

 最後ですが、やはりこれはあくまでも欧米で現在考えられている、あるいはやろうとし

ていることの報告ととらえていただきたいと思います。だから、あくまでもスタディーだ

ということで、やはり欧米でも各国によって条件が違って、いろいろな考え方があって、

それに対する最適なシステムを導入しようと考えてここまで来ているというところなので、

日本もただヨーロッパのものがいい、あるいはアメリカのものがいいからそのまま導入す

るというのは避けたいと思います。日本は、最初にも言わせていただきましたが、配電を

始めてもう 100年になります。その中で日本が培ってきた国情というものがあります。そ

れに本当に最適でみんなに迷惑がかからない、あるいはみんなのユーティリティー（効率）

が上がるシステムをこれからつくっていかないといけない、というのを強く感じたという
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次第でございます。何かの参考になればと思います。 

 以上、長々としゃべりました。早口で済みませんでした。以上です。 

○林座長 

 小林様、どうもありがとうございました。 

 続きまして、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・新野部

長様より、お手元の資料５につきまして、プレゼンテーションを行っていただきます。新

野部長、よろしくお願いいたします。 

○新野委員 

 それでは、資料に従って御説明いたします。これは初回も申し上げたのですが、ＧＥは

今現在日本ではメータービジネスをやっておりません。海外では展開しておりますが、そ

ういった海外での視点で本検討会でも貢献できたらということで、出席させていただいて

おります。そういった意味で、今日も弊社の欧米におけるスマートメーターの展開、それ

から特にアメリカを中心としたプロジェクトの内容について御紹介をしたいと思います。 

 ページをめくっていただいて、ＧＥのＴ＆Ｄビジネス、まずここから御説明を始めさせ

ていただきたいと思います。まずＧＥのＴ＆Ｄビジネス(Transmission and Distribution 

business）ですが、80年以上にわたって続けてきておりまして、その中でも私どもが非常

にキーと感じておりますのがメーターでございます。弊社にとりましてメーターは、エジ

ソンが発明して以来、130 年間つくり続けている製品でありまして、特に日本におきまし

ても 1911年だと思いますが、最初の型式をとったのは弊社のメーターでございます。そう

いった意味で非常にこだわりを持った製品でございます。スマートメーターについても非

常に力を入れております。 

 次のページをめくっていただいて、そのメーターに関する我々の拠点という地図を示し

ております。もちろん北米を中心にやっております。まず一番上にサマースワースと書い

てございますが、そこに開発・設計の中心及び州工場がございます。アトランタは私ども

のビジネスの本社ということになりまして、特にメーターに関して製造拠点があるわけで

はございません。フロリダのブラデントンというところに、新しくことし立ち上がったメ

ーターの組み立て工場、それからメキシコにジョイントベンチャーの工場がございます。

この北米のマーケットだけで、ちなみにことしの前半、１～６月までに製造したメーター

の数が192万台ということで、ことし全体では400万台を製造するという計画でおります。 

 日本以外で申し上げますと、台湾にライセンスの工場、フィリピンにジョイントベンチ
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ャーの工場がありまして、この２カ所でＡＮＳＩタイプのメーター、アメリカタイプのメ

ーターをつくっております。それから、中国、インドでライセンスの工場がありまして、

こちらではＩＥＣのメーターを製造しております。ここでインドのハイデラバードとあり

ますが、ここは特にメーターのソフトウエア、ファームウエアの開発をしている拠点でご

ざいます。このアジアの拠点で、年間 100万台程度のメーターを製造しているということ

になっております。 

 次の次のページをめくっていただいて、メーターの基本構造と機能というところを御紹

介いたします。ここに先ほども出ておりましたが、アメリカのタイプのメーター、弊社の

メーターを示してございます。これはＡＮＳＩという規格で決められている関係で、丸形

形状をしておりまして、ソケットタイプでございます。この丸いメーター部分をソケット

にはめ込むという形になっております。 

 アメリカは御存じのように 120Ｖ、240Ｖが低圧の電圧になっておりますので、それに対

しまして日本と同じように単相２線式、単相３線式というメーターが、実際に市場に出て

います。容量としては 100Ａ、200Ａ、それから数は尐ないですが 320Ａというものもござ

いまして、ワイヤリングの仕方によっても数種類さらに分かれますが、基本的にはＡＮＳ

Ｉという規格で統一されているものを、全米の電力会社は採用いただいているという形に

なっております。 

 右側の構造を示している図ですが、基本的にスマートメーターの中に計量ボード、双方

向通信をするボード、それから下の黒いところに開閉器が入っております。開閉器は開閉

器の本体と、それをコントロールするボードからなっております。今市場に出ているのは、

こういった３つのものが一体になって入っているメーターが主流でございます。 

 こういった形でコストダウンをねらっているわけですが、同じメーターの中に通信ボー

ドと開閉器が入っておりますので、電気的機械的な影響といったものが当然出てきます。

そういったものをうまくインテグレートして設計するというところが、メーターメーカー

のノウハウということになっております。さらなるコストダウンといたしまして、最近私

どもが開発しているのが、メーターの計量ボードと、あと一番下でちょっと見えにくいの

ですが、黒いベースの中に緑の小さいボードがございますが、この開閉器のコントロール

ボードをさらに一体化して、ボードの数を減らしてコストダウンを図るというようなこと

を、今製品としてリリース予定でございます。 

 そういった形で一体型、先ほど三位一体というふうにありましたが、物理的に一つのメ
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ーターの中に３つの機能を入れてコストダウンを図るということで、全米では、もちろん

仕様やオプションによって価格は異なりますが、百数十ドルというレベルでのメーターの

値段というものを実現しております。 

 次のページに移りまして、こちらはＩＥＣタイプの弊社のメーターを示しております。

基本的にＩＥＣの電圧の規格に準拠してつくっておりますが、ごらんいただいておわかり

のように、メーターの構造は一体型、一つの箱の中に計量、通信、スイッチといったもの

が入っていることで、基本的には同じものでございます。私どもといたしましても、ＡＮ

ＳＩの部分と共通設計、それからできる限り共通のコンポーネントを使用することによっ

て、信頼性とコストダウンといったものを実現する努力をしております。 

  こういったメーターを使って何ができるかというところを、次のページに示してござい

ます。メーターの機能といたしまして、当然計量の部分です。データの計測、高精度とあ

りますが、実力値で±0.2％の精度。それから、今日のお話にもありましたが、買電/売電、

双方向の電力量を計測する。また、さらにオプションではありますが、有効/無効電力等々

を計測する。それからＴＯＵに対応している。というようなメーターの計測機能がござい

ます。 

 さらに遠隔でできる機能としまして、当然のことながら自動検針。それから遮断リレー

です。停止・解除といったものを遠隔で行う。それと、これは非常に特徴的かもしれませ

んが、計量器のパラメータ、設定の変更を、通信を使って遠隔で行うということ。例えば

計測間隔の 15 分値、30 分値を変えるといったことができる。もしくはファームウエアの

書きかえをする。それから、弊社の場合にはソフトウエアでいろいろオプションをつくっ

ております。ソフトスイッチという言い方をしておりますが、このソフトスイッチをアク

ティベートするとこういった機能がさらに追加されますというようなことで、例えばイベ

ントのロギングをふやしたり、パワークオリティーをふやしたりというようなことができ

ます。ただ、こういった機能は日本の検定制度から考えますと、一度封印されたものの中

のソフトウエア等々を書きかえるということは、型式を新たにとるということになりまし

て、同じプロダクトでこういったことができないという制度がございますので、こういっ

た機能は日本では使うことができないと思いますが、北米では許されています。また、こ

ういった設定を変えることによって、表示する計量数値の数がふえた場合であっても、ア

メリカのＡＮＳＩ規格であれば、特にそれによって検定費用が変わるわけではないですが、

日本ではそういったところでコスト的なものも発生してしまうというようなところが、制
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度上の違いとしてあるかと思います。 

 一番下のところに、上流側（ＷＡＮ）/下流側（ＨＡＮ）の通信とありますが、これは上

流側の通信と、あと家の中でのＨＥＭＳ等々と連携する。もしくはデマンドサイドマネジ

メントをするためのインターフェースとして、こういった上下の通信機能を備えているメ

ーターが多く出てきております。こういったことによっていろいろな用途に使われ始めて

いるというのが現状でございます。 

 次のページをめくっていただいて、メーターの基本構造と機能の中の通信ということで

す。ここには先ほどの上流側の通信、ＰＬＣ、ＤＬＣ、それからブロードバンドのＰＬＣ、

それから無線、バケツリレータイプのメッシュ、それから携帯のようなタワーの ＲＦ

（radio frequency）といったものが主流であると感じております。弊社のメーターとして

も、こういったものに数多く対応するようなラインナップをそろえております。 

 一方、Home Area Network（ＨＡＮ）としては、現在主流になっているのは、Zig-Bee、

WiFi、Homeplugといったところですが、最近ヨーロッパ系の技術として M-Busといったも

のも出てき始めております。ただ、こういった通信技術につきましては、それぞれ長短が

ございますし、どれがいい悪いということではなくて、スマートメーターによって何を実

現したいか。その費用負担をどこが負うのかということを考えた上で、選ばれていくもの

だと認識しております。 

 次のページ以降で、簡単にアメリカでのプロジェクトの概要を御説明したいと思います。

まず、このページの地図はグーグルさんのページからお借りしてきていますが、今全米で

はこのように多くのスマートメーターのプロジェクトが出てき始めております。これは当

然アメリカという国は、電力会社の数が公共のものも入れると 3,000社以上ございますの

で、その一つ一つが全部やっているというわけではなくて、その幾つかが始めているとい

う状況ではありますが、非常に多くのプロジェクトが出てきております。 

 その背景の一つとしましては、アメリカのスマートメーターのプロジェクトというのは、

州政府で承認を受ければ、その投資額のある部分を電力料金にオンできるというようなこ

とがあるので、敷居がある程度低いということもあるかもしれません。 

 もう一つアメリカの電力会社として非常に気になっているところが、発電供給能力が足

りないということによるリザーブマージンに対する不安です。これはピーク時のデマンド

を落とすことによってセキュアされるのですが、そういったものに対して非常に敏感であ

るということです。また、そういったピークシェーブをするための素地として、住環境の
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違いとしまして、これは一般的ですが、アメリカの家の場合には空調設備というものが、

一軒一軒一つのサーモスタット等でコントロールされている。一つの部屋だけを暖めたり

冷やしたりするのではなくて、家全体をやるということで、スイッチが１軒に１個という

ことで、非常に負荷をコントロールしやすい。それから、プールのポンプ等も、それほど

生活にはクリティカルでないですが、かなりの電力を消費しているものがあるというよう

な背景的なものがありまして、アメリカの電力さんはそういったデマンドサイドマネジメ

ントといったものに、スマートメーターを導入することで実現したいというドライバーが

多くございます。 

 それでは、何件か実際のプロジェクトを御紹介いたしますが、時間もちょっと押してい

ますので簡単に御説明いたします。 

 最初はサンフランシスコにありますＰＧ＆Ｅ（Pacific Gas and Electric ）です。この

電力はアメリカでは非常に大規模な電力の一つでして、その中でもスマートメーターの導

入が進んでおります。通信手段としましては、ＰＬＣを当初試行しておりましたが、その

後に州政府のプロジェクトの承認の関係で、Silver Spring Networks(ＲＦ Mesh）に切り

かえております。ここではカリフォルニアは特に電力が逼迫しているという関係で、デマ

ンドサイドマネジメントを実現するためのホームエリアネットワークといったものが試行

されておりまして、そういったもので例えばＴＯＵで価格に見合った需要家の行動を促す

であるとか、スマートアプライアンス等によるデマンドサイドマネジメントを行っている

ということで、このプロジェクトに関しましては、そういったＨＡＮによるデマンドサイ

ドマネジメントまで含めた費用対効果を見て試行されているということでございます。 

 次のページが、オハイオ州のＡＥＰ（American Electric Power ）の事例でございます。

このプロジェクトは、さっきのフェデラルガバメントの補助金の関係で、140 億円相当の

予算がついております。これによって一気にスマートメーターを進めるというような動き

でございます。ここも先ほどのＰＧ＆Ｅと同様で、家電等のコントロールを実現する、そ

れと同時に、ここに配電自動化とありますが、通信インフラを使って配電の自動化も実現

するというような相乗効果を見込んで、費用対効果を成立させているというようなプロジ

ェクトでございます。 

 次のページに移りまして、ペンシルバニア州のＰＰＬ（Pennsylvania Power & Light ）

のケースでございます。この電力はアメリカでは中規模から大規模の中間ぐらいの電力で

はありますが、この規模で全面スマートメーターを既に導入している数尐ない電力会社で
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ございます。2006年に 140万個のメーターに、ＰＬＣ技術を使ったスマートメーターを設

置済みであります。一般の低圧需要家からは 30 分値、産業工業需要家からは 15分値を取

得しておりまして、月額の確定料金値の信頼性として、99.80％というものを既に達成して

いると聞いております。こういった成功事例をもとに、さらに近年ではＴＯＵを導入して

負荷の制御を行い始めたり、このメーターからのデータをもとに停電復旧システム（Outage 

Management System）にも活用したりというようなことをしております。ですので、ここの

電力の場合には、いわゆるＴＯＵやＨＡＮの効果を見込んで費用対効果を立てているので

はなくて、純粋に自動検針と遠隔の停止・解除といったところで、費用対効果を成立させ

ている例でございます。 

 次のページに、この電力の需要家サイドのサービスの一環としてのウエブサイトがござ

います。これも各個人がセキュリティーをくぐってアクセスすることによって、使用量を

見える化するというようなサービスを行っている例でございます。 

 最後の例が、マイアミにおけるＦＰＬ（Florida Power & Light）の事例でございます。

これも先ほどのＡＥＰと同じように、国の補助金がついているプロジェクトでございます。

マイアミを中心にすべてのスマートグリッドですね。スマートメーターだけにかかわらず、

広範囲で配電の自動化、変電所の自動化といったところまでカバーするプロジェクトとし

て立ち上がっております。まだすべてトライアルの段階ではございますが、こういったも

のがショーケース化されていくのではないかと考えておりますし、今後の進行状況を見守

っていきたいと思っているプロジェクトの一つでございます。 

 最後にまとめといたしまして、こういった事例、またメーターに対する仕様の部分とい

ったものを考えますと、やはり制度としては非常にアメリカの場合にはスマートメーター

をやりやすい制度、背景があると感じております。メーターに対する仕様も、もちろんす

べての電力会社がＡＮＳＩであればということではなくて、多尐電力さんによっては仕様

の要求はございますが、比較的統一されているという点。それから、導入するときの費用

ということにおいても、州政府による承認を経れば、コスト的な転嫁が可能。それから、

幾つかのプロジェクトでもございましたが、中央政府からのファンディングも得られると

いうことで、スマートメーターをインプリメントするのに、そういった環境が非常に整っ

ているということ。 

 一方、費用に対する効果としても、ブラックアウトに対するコンサーンによって、やは

りデマンドサイドマネジメントといったものが電力にとって最後のとりでであるというよ



25 

 

うな環境。それから、ＯＭＳ/ＤＭＳと書いてありますが、配電自動化であるとか Outage 

Management System といったものが比較的弱い環境の中で、スマートメーターを導入する

ことによって、そのインフラを活用して、こういったシステムまでカバーするということ

で、効果が多く期待できるというような環境にあると私どもは見ております。 

 この辺の違い、もしくは共通点もあるかもしれませんが、そういったものを日本の現状

と比較することで、日本の国情に合ったスマートメーターはどうあるべきかということを、

この場で議論させていただければということで、今日はこういった資料をまとめさせてい

ただきました。 

 以上です。ありがとうございました。 

○林座長 

 新野様、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６になりますが、「欧州のスマートメーターに関する動向」に

つきまして、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。

よろしくお願いいたします。 

○佐々田（三菱総合研究所） 

 三菱総合研究所の佐々田です。資料６に沿いまして、「欧州のスマートメーターにおける

動向」をプレゼンしたいと思います。先ほど東光東芝の小林様からプレゼンがありました

が、小林様はどちらかというとユーティリティー側の視点で整理されていたかと思います。

私の資料はどちらかというと政府サイドでどういう義務づけをしているかとか、そういう

観点から整理しておりますので、若干視点が違うというところで御確認いただければと思

います。 

 まずめくっていただきまして、３ページ。欧州では屋内にメーターがあるということが

大きな理由で、割と不払いや盗電がやりやすい状況があったというお話もありましたし、

２点目に書かれてありますように、従来の検針が１～２年に１度ということで、料金の請

求が推定で行われていたということがございました。それを正確な料金請求をする、精度

を向上させるというところが、大きな導入要因となっております。また、ＥＵでは小売り

部門自由化に伴うサービスの向上や停電への対応というような観点が、スマートメーター

導入の大きな引き金になっていると思っております。 

 そういう観点から、イタリアやスウェーデンが導入を開始してきたとともに、下の枠で

囲んでありますように、ＥＵ代でエネルギーの消費量を正確に反映させて、消費者に伝え
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なさいという指令であったり、インテリジェント・メーターを導入することで電力利用を

最適化していきなさいという指令が、メッセージとして出されております。そういう日本

の状況とは尐し異なった中で、スマートメーターの導入が議論されているということを、

まず３ページ目のところで整理させていただいております。 

 ４ページ目に参りまして、時間軸でどういう流れがあるかという整理です。まずイタリ

アとスウェーデンというのは、先ほどの盗電防止や正確な検針の義務化というところで、

ＥＵよりも率先してやっていった諸国だと思います。そうした中で、2006年のＥＵエネル

ギー効率化指令や 2009年７月の第三次ＥＵ電力自由化指令で、そういうＥＵ指令に後押し

されるかのように、各国で取り組みを進展させていっているというふうに見ております。

2006年４月以降、スペイン、ドイツ、イギリス、オランダ、フランスというところで、議

論が活発化されております。ただ、スペインのように全面的に導入義務化というところも

あれば、オランダのように導入義務化を否決するというような諸国もありまして、さまざ

まな状況にあるということが現状かと思われます。 

 ５ページに参りまして、各主要国でどういう導入状況にあるのかというのを整理してお

ります。まず導入状況を４つに分けておりまして、「導入中（ほぼ完了）」というところで、

イタリアとスウェーデンを挙げております。これらの国はほぼ完了に近づいております。

イタリアの場合は Enelが先行して、政府が後追いで導入義務をしているというところでご

ざいます。スウェーデンは、月１回の検針の義務化を導入義務化しているということで、

必ずしもスマートメーターの導入義務化というところではないということで、※をつけさ

せていただいております。 

 その下の「導入開始～導入中」というところで、４つの国を書かせていただいておりま

す。導入義務が入っているのがフィンランドとスペインでございまして、５年とか 10年を

かけて導入をしていきましょうという国と、先ほど申しましたように、オランダでは義務

化が上院で否決された。その理由の大きなところは、プライバシーやセキュリティーが挙

げられ、まだまだ導入するには時期尚早ではないかというところで、ことしその法整備や

標準化に向けた議論が進められているということで、秋に方向性が出てくるというふうに

聞いております。 

 めくっていただきまして６ページ、「導入に向けて準備中」というところで、イギリス、

フランスなどが出ております。イギリスは 2009 年にレポートを出して、2020 年までに導

入を決定するということを出しております。フランスについては、ことし実証実験をやっ
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ておりまして、その結果が肯定的であれば、2012 年から本格的に設置するということで、

議論が進められております。 

 下段で、「検討中・実証実験中」というところで、ドイツやノルウェーが出ております。

ドイツもさまざまな電力会社がございまして、今導入について検討が始まっているという

段階です。ノルウェーは、昨年導入の決定がなされる予定だったのですが、ことしになっ

てそれが延期されております。今ヨーロッパの中で標準化の動向を見きわめる必要がある

ということから、まずその状況を見きわめるために延期をされているということになって

おります。 

 ７ページにポンチ絵という形で整理をさせていただいております。上段が導入義務あり、

下段が導入義務なし、左から実証段階、右が導入完了という中にプロットしております。

スウェーデンとドイツが導入義務と導入義務なしの間に位置しておりますのは、スウェー

デンについては月１回の検針の義務化ということですので、位置づけが若干違うというこ

とで、真ん中に位置づけさせていただいていますのと、ドイツについては 2010 年以降導入

義務づけとあるのですが、これは基本的に新築物件とか大規模改修とか、ほんの一部に限

られた話ですので、導入義務と義務なしの間に入れさせていただいております。 

 ８ページ、９ページには、各国の規制機関メンバーに対して、ＥＵ代でアンケートを行

った結果を整理しております。これは８ページのところで、インターバル計量というのが

重要ですとか、双方向通信が必要な最低条件ですとか、遠隔操作によって停止停解ですと

か、料金メニューのソフトウエアの書きかえなどを期待している国が多いとか、そういう

ところが読み取れるかと思います。 

 ８ページの右に主な効果というのを書いてありますが、アンケートの中では省エネルギ

ー効果への期待というのが最も大きくて、ピーク時の消費電力量の把握ですとか、多様な

料金メニューの設定等々が、次に挙がっているかと思われます。 

 10ページ以降、各国の状況をそれぞれ数枚で取りまとめております。若干詳しく解説し

ておりますが、イタリアにつきましては、電力需要のマネジメントの必要性が高まってい

た。料金メニューの多様化などのサービスの向上を考えていた。先ほど来何度も出ていま

す盗電が大きな問題になっていた。Enelという地域だけではなくて、ローマでやっている

ＡＣＥＡにおいても相当問題になっているということで、Enelが率先して Telegestoreと

いうプロジェクトを 2001年からスタートさせて、導入が完了して、停電時間は相当短縮さ

れていると聞いております。 
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 11ページに参りまして、主な機能というので、自動検針や各種データの記憶などいろい

ろございますが、ここに赤字で書かせていただいております、「現在は需要家への情報提供

はメーターでの表示のみだが、専用の宅内ディスプレーへの表示を検討中」ということは、

これはことしの２月の Enelが検討中という情報でして、イタリアの電力・ガス省が承認し

たら実施する方向であると聞いております。 

 11ページの下の絵は小林さんの絵と全く同じものでございますが、左の運用実績という

ところでは、契約変更で年間 500万回、不払い対応で 250万回程度の実績があるというの

がわかっております。 

 12 ページは、イタリアの政府の動きということで、導入スケジュールが出ていますが、

これはすべての配電事業者（168 社）に対して義務化がされているということでございま

す。また、その費用の回収につきましては、2008～2011年の間の費用については、メータ

ーサービス料金として、その費用の回収を認めるということになっております。 

 13ページはスウェーデンです。これは月１回の正確な検針をやりましょうと義務づけた

ところであるのですが、もう一つ大きな理由が、電力消費量がＯＥＣＤ平均の２倍という

ふうに、非常に暖房などの需要が大きいということで、より正確な情報を提供して、皆さ

んに省エネに貢献してもらおうという意図があったと聞いております。ここの場合も、送

配電料金の一部として、費用回収が認められております。 

 なお、月１回の検針を義務づけたということですので、入っているメーターの 10～15％

程度は、月１回の遠隔検針以外の機能を持たないメーターがあるというふうに聞いており

ます。 

 14ページに参りまして、イギリスのことを書いております。これは Ofgem を中心に費用

対効果の検討がなされていて、費用が大きいため、当初は導入は市場原理に任せるという

ことだったのですが、ＤＥＣＣという基盤が中心となって、再生エネルギーの増加ですと

かエネルギー消費構造の変化とかＣＯ２削減を目指して、2008 年ごろからスマートメータ

ーの導入を、電力、ガスで入れたらどうかということを検討されております。その一つの

方向性といたしましては、６大電力があるわけですが、通信を一元化したモデルをしてい

ったらどうかということを提言しているとともに、メーターの導入の責任はエネルギー供

給事業者にあるというふうに明記をしております。 

 15ページには要件を整理していますが、一つは他の国にないことということで、赤字で

書かせていただいておりますのは、ホームエリアネットワークということで、専用の宅内
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ディスプレーに「リアルタイム」情報を提供するということを、要件として定義づけてい

ることになっております。なお、ここのイギリスにつきましては、費用負担のあり方につ

いては、現在 Ofgemで検討中ということになっております。 

 16ページは、大手の British Gasでの取り組みということで、その方向性に沿って取り

組みがなされているという状況のようです。 

 17 ページはスペインです。政府の公式見解では、需要が 10 年間で相当伸びていくとい

うことで、スマートメーターによって需要をコントロールしたいということをおっしゃっ

ておりますが、一説ではスペインも相当盗電が多いので、それに対応するためにこういう

ことをやっていると聞いております。あと、Enel がＥＮＤＥＳＡを買収したということも、

スペインにおけるスマートメーター導入に影響を与えていると考えられると思います。 

 18ページに参りまして、ＥＮＤＥＳＡとＩＢＥＲＤＲＯＬＡの２社の概況を書いており

ます。ＥＮＤＥＳＡなどの取り組みで注目される点といたしましては、Enel と共同で通信

方式をつくっていって、仕様のオープン化を図って、いろいろなユーティリティーさんに

使っていただこうというふうにやっていこうということで、なるべく標準化で広めていこ

うという発想があるところが注目されると思われます。 

 19ページはドイツですが、2010年以降の新築建物、大規模改築物件に対して、電気・ガ

スの“advanced meter”の導入、及び 2010年末までに時間帯別料金を全需要家に提供する

ことを規定しております。全数導入ではないですが、一部ではあるんですけれども、導入

をしていこうという方向性になっております。 

 その下に、各事業者、ＲＷＥと Yello Stromの状況を書いておりますが、おもしろいと

ころでいえば、Yello Strom さんはグーグルさんとも提携して電力消費量を見せるとか、

需要家がメーターを選択するようにして、有償でサービスをするということも、新しい試

みとして始められていると聞いております。 

 20ページはアンケートということで、消費者団体に対するアンケートが幾つかなされて

おります。４つ表がありますが、下の左側が消費者が期待するメリット、右側が消費者が

考えるデメリットということです。メリットにつきましては、「管理・コントロールの強化」

「浪費・節約の可能性がつかめる」という点を挙げられております。デメリットという点

でいいますと、「データ保護の欠陥により消費が丸見え」「コスト増加」というのが、アン

ケート等から挙がっているということになります。 

 21ページに参りまして、オランダです。当初は全数導入で効率的な運用をやっていこう
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と考えられたようですが、やはりプライバシーやセキュリティーの問題から、導入義務化

を否定した国でございます。反対運動が起こったということになっております。現在それ

を見直し中で、ことしの秋にどういう方向性になるかという決定が下されることになって

おります。その方向性といたしましては、下の方に書いていますが、割とドイツと同じ方

向で、まずは新築や大規模改修したところで入れていくのはどうだろうか、という案が出

ていると聞いております。 

 最後の主要国でフランスになりますが、Linky プロジェクトというのが立ち上がってお

りまして、そのプロジェクトの成果を見て、2012年以降本格的に導入するかどうかを検討

されていくと聞いております。 

 23ページ以降、メーター等に関する標準化の動きを整理しております。ヨーロッパ指令

でＥＵの標準化機関であるＣＥＮ、ＣＥＮＥＬＥＣ（欧州電気標準化）、ＥＴＳＩ（通信標

準化）などに対して、ＥＵがメーターに関する標準化を求めております。先ほど小林様の

方から、interoperability というお言葉がありましたが、そういう観点から標準化を図っ

ていったらどうかというところが、提言されているということになっております。そうい

うために機関が幾つか設立されて、標準化等を考えていこうという話になっております。 

 24 ページは OPEN METER という動きですが、これは業界団体が主導してＡＭＩの標準化

を図って、国際標準化をしていこうというプロセスが、今まさに進められているというこ

とになっております。ちょっと小さくて恐縮ですが、OPEN METERの参加企業一覧というの

が右の方にあります。先ほど来説明しました欧州の大手の電力会社と大手のメーターメー

カーさんが入っていて、標準化を図っていけないかということを御検討されていると聞い

ております。 

 25ページはスマートグリッドの国際標準化ということで、ＳＧ３というグループができ

て、議論がなされていると聞いております。 

 最後に、26ページはＩＥＣやヨーロッパなどの関係性を整理しておりますが、ＥＵでは

ＣＥＮやＣＥＮＥＬＥＣというのがＥＮ規格をつくって、それがウィーン協定でＩＥＣと

なることを合意しているということで、そういう関係性と、ＡＮＳＩなどと全く独立では

なくて、それぞれＩＳＯ、ＩＥＣとして関係性があるということを整理した表でございま

す。 

 私からは以上でございます。 

○林座長 
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 佐々田様、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でございますが、「我が国の電力量計検定制度の概要」につ

いて、三田課長より御説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

○三田課長 

 時間も尐なくなりましたので、簡潔にさせていただきたいと思います。お手元の資料７

を２枚めくっていただきまして、１．検定制度の概要ということです。電力メーターにつ

いては計量法で、取引や証明に使うメーター、これは電力だけに限らないのですが、これ

については公正公平な取引――取引のお金に関係しますので、きちんとした計量をしてく

ださいということで、検定を受けるか、あるいは自主検査を行うという制度です。これは

電力だけでなくて、はかり、水道メーター、ガスメーター、タクシーメーターと同じよう

な規制になっています。 

 次のページをごらんください。これはもう既に何回も出てまいりましたが、電気メータ

ーの種類についてでございます。今日もお話があったように、従来の機械式と電子式とい

ったものがございます。また、その個数ですが、一般家庭用が今、日本で約 8,000万個と

いうことになっております。また、日本の場合にはこの検定有効期間は、先ほどもお話が

ありましたが 10年ということになっております。なお、この電子式メーターにつきまして

は、オール電化住宅などの家庭には既に導入されつつあるという状況でございます。 

 次のページ、３．計量法、検定制度の変遷であります。これは一言だけ申し上げますと、

実はもともとは電気の検定制度とそれ以外の計量法というのは、別の制度だったのですが、

1966年に統合されまして、現在電気計器は他の計器と同様の計量法の規制に服していると

いうことでございます。 

 次のページでございますが、検定制度の流れということであります。これも先ほど土井

委員からのプレゼンテーションにございましたが、新しく造った１回目と、その後回収・

修理をした２回目以降については制度が異なります。新しく製造・使用する際には３つの

場合がございます。まず普通の特に指定を受けていない製造事業者の場合には、一個一個

すべて検定を受けるという一番左のやり方か、あるいはその右側、大量につくる場合に一

定の型式というのを認めて、この場合には型式承認を得た際に大体こういう構造だという

ことが決まっていますので、検定では構造の一部分と、あとは器差といいまして、計量が

きちんと正確にされているかという点について、検定を行うという形になっております。

一方、一定の技術的能力があるという製造事業者につきましては、指定製造事業者として
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指定しまして、この場合は型式承認を受けた場合には、特に検定を受けなくて、自らが検

査をすればいいということになっております。 

 一方、２回目以降につきましては、これは造った人が検定を受けるのではなくて、計量

器を使っている人が検定を受けることになりますが、この際には検定をすべて受けて使う、

こういう形の制度になっているというところでございます。 

 次のページですが、今申し上げた型式承認でございます。ここは大量生産される計量器

について、検定を合理化するために、一定の構造について、型式承認を受けるサンプルの

機種によって、ここにあるような試験を行うということでございます。基本特性、あるい

は耐候性、これはいろいろな周りの環境特性に対応できるかということでございます。そ

れと耐久性、こういった点について、構造について試験を行うことになります。 

 次のページでございますが、検定につきましては、今申し上げた型式承認を行った場合

には、構造試験については一部だけ。それとともに、ここに器差試験とありますが、まさ

に誤差が一定範囲におさまっているということを、これは全数のメーターについて確認を

して、これで合格した場合には、これがその後改ざんされていないように、きちんと封印

した検定ラベルが付与される、こういう形になっているということでございます。 

 さて、むしろ今日の議論では、皆様は一番御関心があろうかと思いますが、各国の制度

がどうなっているかというかということでございます。次のページをごらんください。ま

ず、各国どの国も、基本的に同様の検定制度はございます。この欄で見ますと、まずきち

んと管理する国の機関があり、かつ法律も既に全て定まっております。その上で特に型式

承認につきましては、ＯＩＭＬという国際機関の条約によって、国、あるいは国に準ずる

機関が行うことになっておりまして、ここにあるように公的機関が型式承認を行うことに

なっています。これに対して検定につきましては、実はその公的機関がやる場合もあれば、

製造メーカーなりが自分で適合性を確認するという場合もあり、各国によって違います。

日本は先ほど申し上げたように、公的機関による検定と自主検査、両方をミックスしてお

るわけでございますが、各国もこの二つのやり方をまぜ合わせて行っているという状況で

あり、大体似たような形かと思います。 

 それに対して、検定有効期間でございますが、ここに書いてあるように、期間が 10年、

日本も 10年でございますが、これが大体かなり多くの国ではございますけれども、例えば

ドイツは８年とか、短いところも多尐ございます。また、考え方として、日本は 10年たつ

とすべての計量メーターを取り替えて、もう一回すべての機器がきちんと器差がおさまっ
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ているかどうかという、初回と同様の検定を行うということでございますが、実は諸外国

によってはそういうことではなくて、一定のサンプルを調査して、例えばこの有効期限を

延ばせるというようなやり方がございます。例えばドイツというのは、ここにあるように、

サンプル調査によってさらにその期間を延ばせることになっています。また、オランダの

ように５年ごとにサンプル調査をやって、そのサンプル調査で問題がない限りは延長をず

っとできるというような形がございまして、10年たったら必ず全数を替えるという意味で

は、日本が一番厳しい規制になっておるかと思います。 

 また検定公差、これは初回の検定の際に何％以下の誤差があるかということでございま

す。これも国によって多尐違う状況でございます。 

 また使用公差というのは、使っている間も必ず保っておかなければいけないという数値、

誤差でございまして、これは検定のときよりは緩くなるわけでございますが、これについ

ても国によってかなり差があるということでございます。 

 全体としてみると、これだけ厳しくやるのは日本が一番かなと思っております。 

 次のページに、ドイツの有効期限延長のためのサンプリング検査のやり方を、例として

まとめてみました。これは抜き取り検査をやるということで、80台抜き取りをして、一次

検査で不合格が２台、2.5％以内ならば延長できる。５台以上、6.25％以上であれば延長不

可と。その間の場合には二次試験に行くということで、一次試験と二次試験をあわせて 160

台中不合格が６台、3.75％になろうかと思いますが、以内であれば延長ができる、こうい

った形になってございます。 

 次のページに、こういった電力量計関連の規格ということでございます。ここにいろい

ろな中身が書いてございますが、先ほどのお話にあったように、アメリカを中心としたＡ

ＮＳＩ、そしてＩＥＣがございます。日本においてはＪＩＳの規格がございまして、これ

を計量法で引用しているという形になっております。基本的な構成等は同じでございます

が、多尐の違いがございます。 

 次のページに、海外との主な相違点、特に計量メーターが使われる条件、制度について

の大きな相違点で、幾つか気づきの点を申し上げますと、まず電気の供給の仕方が海外は

単相２線式が多い。アメリカの場合は、先ほどお話があったように３線式も多いですが、

完全に単相３線式というのは日本で、これはどちらかというと世界ではまれなケースでご

ざいまして、やはりここは単相２線式か３線式かによって、かなりメーターの構造という

のが変わってくると聞いております。あと、電圧や電流が、これは国によって大分違うと
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いうことでございます。 

 それと設置場所でございますが、これは先ほど、屋内か屋外かという話がございました

が、結論から言うと、どの国の規定も屋内と屋外それぞれに対応する規格があります。つ

まり屋外であればそれだけ耐候性などが厳しくなるわけで、逆に屋内に置く場合にはそれ

が緩くなるという形で、これは選択できる。つまりどこに置くかということを電力会社が

選択し、それに応じた規格があるということでございますが、米国では屋外、欧州では屋

内使用が多く、日本の場合には今のところ屋外の使用が多いという状況でございます。 

 最後に、検定有効期間について、先ほど申し上げたように、日本は全数検査ですが、海

外では延長が認められる場合もあるということであります。 

 最後の 10でございますが、ここに幾つかＪＩＳとＩＥＣの規格の違う項目だけ挙げてみ

ました。まだ細かい分析等してございませんが、やはりあるものもあればないものもある

ということで、どちらがどう厳しいというよりは、それぞれの考え方に応じて尐しずつ、

かなり同じところが多いですけれども、やはり細かいところで違いがあるということでご

ざいます。例えばＩＥＣではさまざま高調波についてはかなり厳しい規格になっている反

面、日本では上にあるように、また違ういろいろな影響等の規定があり、それぞれ見てい

るところが尐しずつ違う。こういう状況かと思っております。 

 以上、簡単ではございましたが。 

○林座長 

 三田課長、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。委員の方々は活発な御議論をよろしく

お願いいたします。それで、御発言される方は、お手元にあります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。順に指名させていただきます。また、できるだけ

多くの委員の方から御意見を賜りたいと思いますので、お一人の発言は３分程度でお願い

できればと思っております。議事進行に御協力をお願いいたします。 

 それでは、どなたかございませんでしょうか。では、大野委員、よろしくお願いいたし

ます。 

○大野委員 

 中部電力の大野でございます。先ほど関西電力の土井委員から、業界で一番進んでおら

れる内容について御説明がありましたので、比較的後ろの方におります中部電力の状況を

尐し御紹介させていただきます。 
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 自動検針という意味では、実は 500キロワット以上の大口のお客様と呼ばれているとこ

ろを対象にしまして、平成 10年から５カ年計画でもう既にやっております。これは先ほど

の小林さんの定義でいいますと、一番初期段階のというもので、検針の読み取りだけをす

るということですが、これを約 7,000件のお客様でやっております。 

 実は当初は信頼性の問題で、有線で全部やろうとしたのですが、やはり実際は建物の状

況や時間の問題もございまして、携帯電話などを利用した方式もとっております。実際設

置した後も、通信状態に問題があったり、あるいは最初はよかったのですが、樹木が成長

したりして、いろいろトラブルがあったりして、そういうものをクリアしながら今 7,000

件についてやっているということでございます。 

 今回家庭用を含めまして、もっと数多くのところにやろうとしたときに、実は大口のこ

の検針は、月末に１回だけのデータを、要は先ほど小林さんが言われましたように、ずっ

とデータの積算値が動いていきますが、それの月末の１点だけを電送する。こういう仕組

みですが、それでも結構大変だったものが、これからたくさんの家庭を対象に、しかも見

える化に対応するようなたくさんのデータをとろうとしますと、そこのところでどう信頼

度が維持できるかというところが、「はかり」の信頼性という意味で、メーターそのものと

いうよりもその送ったデータの信頼性という意味で、我々にとって一番大きな課題だと思

っております。それで来年、お客様の了解が得られれば、1,500 件のお客様につけて、バ

ケツリレー方式で一回やってみよう、そういうことを考えているところであります。 

 いずれにしましても、我々として途中のデータが必ず確実に届かないといけないという

ことでございますので、そこに向かって課題を解決していくようにしていきたい。それか

ら、特にコスト面でも尐しでも安いものになるような仕組みを考えていきたい。こう思っ

ているところであります。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。藤原委員、よろしくお願いいたします。 

○藤原委員 

 ３社ということですので、東京電力の状況も御説明させていただきます。当社では、今

年の秋から電子式計器の実証を行うこととしておりまして、5,000 件程度をトライしてみ

たいと考えておいます。実証内容としては、いろいろな無線方式等でデータをうまくとれ

るのかどうか、あるいは開閉機能がうまくいくのかどうか、等について、フィールドでテ
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ストをしてみようということでありまして、これがうまくいった場合には、規模を大きく

して、来年度には 10万件近くやってみたいと考えているところであります。 

 一番今ネックになっていますのは、通信方式をどのようにするのかという点です。先ほ

ど、バケツリレー方式というお話がありましたが、そのバケツリレーを使うのも、無線Ｌ

ＡＮとか、あるいは特定小電力無線とか、いろいろ方式がありますので、どれを使えば最

も効果的かといった点も十分検証できておりません。 

 また、一般の御家庭、いわゆる戸建ての住宅であればまだ良いのですが、マンションが

たくさん建っている地域であるとか地下街であるとか、そういったところでどのような通

信手段が可能かといった点も含めて、かなり技術的に検証しなければいけないところが

多々あるという状況であります。 

 検針につきましては、お客様との債権債務の確定という重要な行為ですので、それが技

術的にきちんとできないと、「すぐにやりなさい」というわけにもなかなかいかない面があ

ります。そうした技術面は慎重に見極めていきたいと考えております。 

 あわせてもう一点ですが、電子式計器といいますか、スマートメーターの導入目的につ

きましては、先ほどいろいろ御説明がありましたが、諸外国によってそれぞれ事情が違っ

ているわけであります。計量データ等についても、どのように活用していったらよいのか、

あるいはそのデータを活用してお客様がどのように行動するのかといった点についても、

今後、様々な実証事業にうまくビルトインして、その結果を見極めていきたいと考えてお

ります。 

 最後にデータ提供についてですが、これについては、様々な選択肢があります。今後、

どのようなやり方が可能なのかについて検証を行っていきたいと考えております。その際、

テストケースとして、数が尐ない世界でお客様にデータを提供する場合と、非常に不特定

多数の、弊社の場合ですと 2,700万件のお客さまがいらっしゃるわけでありまして、その

2,700 万件にどのように提供するのか、そのやり方ももちろん Web を介して返すという方

法もあるかと思いますし、メーターから直接提供するという方法もあるかと思います。特

に後者については、現状、まずはデータを電力会社のサーバへ吸い上げる方の技術検証で

手一杯の状況でありまして、メータから宅内への通信については、どのようなやり方があ

るのか、通信方式の標準化も含めてまだまだ今後検討すべき課題が多いという認識であり

ます。 

 以上です。 
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○林座長 

 どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。では、辰巳委員、よ

ろしくお願いいたします。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。私は使う側のたった一人なので言わなければいけないのかなと

思い手を挙げました。たくさん説明を聞いたので、頭の中はパンクしそうですが、やはり

最初に聞いた電力会社さんのお話が一番わかりやすかったというか、身近だったもので、

これを見ながら思ったことを尐しお話しさせていただきたいと思います。 

 ファイルの５枚目、今後のスマートメーター検討に関する主な留意事項というのは、今

追加のあった中部電力さんや東電さんのお話を聞きながらも、まさにそうなんだろうなと

思って、ここに書かれていることに関しては、それほど違和感なくすべてそうなんだとい

うふうに割合すっと落ちました。 

 ただ、まず感想ですが、すごくびっくりしたのは、バケツリレー方式という方法で、今

まで２回あった中で私が勝手にイメージしていたのですが、当然有線で個別のデータが個

別にどこかのデータセンターに――その間はわかりません。もしかしたら光ケーブルみた

いなものを使ってでしょうか、行くんだろうなと思っていて、その間の個別の家からの情

報がどういうふうに扱われるかわからないという不安がとてもあったのですが、今日改め

てこのバケツリレーの絵まで見せてもらったら余計にびっくりして。そうすると、もしか

して、よそのお宅のものが途中の家で何か漏れないのか。それはもちろん確認しながらさ

れているということだそうですが、そういう不安が起きました。今、家庭では、光ケーブ

ルなどで普通にインターネットをやっていますが、ああいうのも家の外でよその人がそこ

に入り込むことができる状況にまだあると聞いたことがあります。ですから本当に大丈夫

なのかなと思ったことが一つです。これに関しては、その不安を取り除いていただきたい

なと私は思いました。 

 それから、コストの件ですが、海外では需要家に転嫁するというお話が何件かありまし

たが、関西電力さんのお話では全額電力会社さんがお持ちになっているとのこと。今日の

御説明を聞いて、メリットは全部電力会社さんにあるのだから、当然電力会社さんが持っ

て当たり前だろうと思いながら、今までの積算電力計みたいな、あれと同じようなもので

はないかと思ったもので。それであるならば私たちには余り関係ないなと。そうすると問

題となるのはやはり情報の漏れについてですね。 
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 最後にもう一つは、集まった情報を皆さんがどういうふうに使おうとなさっているのか

というのが、全然見えないということです。もちろん最後のプレゼンで使う側の人へ戻す

というお話がありましたし、この件は理解していますが、それ以外に皆さんがどんな使い

方をしようとなさっているのかというのがよくわからなくて、だからその辺りももう尐し

明確になってこないと、不安を取り除くための方法というのを、もう尐しきちんと重ねて

考えないといけないと自分では思っております。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。では土井委員、よろしくお願いいたします。 

○土井委員 

 弊社のプレゼンに対して御質問がありましたので、その点についてまず御説明させてい

ただきます。 

 まず、バケツリレー方式でございますが、通信については１軒ずつ例えば光ファイバー

か何かを張って計っていると思われていたとおっしゃいましたが、私どものバケツリレー

では、大体 300軒か 400軒ぐらいに１本ずつ光ファイバーを張っております。ですから、

光ファイバーの月額の料金というのは、一本一本張る場合より 300分の１から 400分の１

で済むということで、非常に安くなります。また、バケツリレー自体は隣同士の家が通信

するのですが、その部分は通信費用がかからない無線方式を使っておりますので、通信コ

ストが本当に安い方式でやっております。 

 では、そういった隣の家のデータが自分の家のメーターを介して通信されるのかと言う

と、確かにおっしゃるとおりですが、――実は私はＣＩＯ、チーフ・インフォメーション・

オフィサーといいまして、関西電力の中でも個人情報保護などを司る責任者でございます。

そのため、そういう立場からも、やはりこういったセキュリティーについては、かなり厳

重に対策を実施していると申し上げました。ただ、細かいことは申し上げられないですが、

例えば先ほどいろいろなセキュリティーを破るハッカーのような存在がご心配といった話

がございましたが、その分野の専門家の方にも私どものシステムを評価してもらい、問題

ないとときちんと評価していただいております。また、電気の御使用のデータは私ども電

気の取引のベースになるデータですが、やはり個人情報保護の観点からも、私どもは最大

限責任を持って、セキュリティーを確保するようにやっているところでございます。 

 それから、集めた情報をどう使おうとしているかという点について、電力の設備形成に

活用すると申しましたが、実はこれから私ども電力会社では、かつての高度成長時代につ
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くりました設備の更新が大きな課題となってまいります。そういう中でお客さまごとの電

気の使用のパターンがわかるというのは、例えば、電柱の上についております変圧器につ

いて、１軒１軒の電気の使用量が１時間ごとでもきちんとわかるというのは、非常に大き

なインパクトがございます。そういったものが私どものこれからの設備投資にどういう影

響があるのか。そのあたりは今 40数万件のデータが集まってまいりましたので、試算をや

っているところでございます。 

 それから、これから太陽光なども入ってまいりますと、天気によって電気の需要も変わ

ることが予想されます。そうすると例えば天候とその日のロードカーブの関係がわかれば、

今後太陽光が入った場合でも、電気系統の運用に何か活用できるのではないか。そんなこ

とにもトライしているところでございます。 

 それから、当然お客さまサービスという観点からもいろいろ案はございまして、それは

戦略的なこともございますので、ここではちょっと御説明できないですが、検討が進んで

まいりましたら、現在試験的にやっていただいているお客さまに評価していただこうかと

思っております。ちなみに私どもが今やっている見える化、これは翌日に前日までの使用

パターンが見えるようなシステムになっているのですが、それが見えるお客さまにその満

足度を評価していただきますと、100％これはいいということで評価いただいております。 

 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。では松村委員、よろしくお願いいたします。 

○松村委員 

 まずバケツリレーのことについて辰巳委員から御意見があったのですが、一点確認させ

てください。例えば私たちがインターネットを有線で使っているときでも、専用線で行っ

ているわけではなく、パケットが事前に予想できない至るところを中継して目的地に行っ

ています。バケツリレーであろうと有線であろうと、他人の装置を経由しているという点

では本質的には同じだと思います。更に言うと、例えば無線を使うというようなことがあ

れば盗聴などの可能性があるということを言い出せば、無線 LANでも携帯でも潜在的には

同じ問題が生じます。情報管理の問題は、バケツリレーだと始めて出てくる、この方式に

特有の問題ではありません。 

 もちろんインターネット屋無線通信を使うときには、個人情報が簡単には流出しないよ

うにいろいろな工夫がされているのと同様に、スマートメーターでバケツリレー方式を使
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う場合にも、情報のセキュリティーに十分に注意して設計をされるべきだし、実際にこの

点は考慮して設計、実証されているはずです。一般論としてなんとなく気持ち悪いではな

くて、一定のセキュリティーの確保を要求するというような形で意見が出てくるのが自然

だろうと思っていますし、既にかなりの程度確保されていると思います。ただ、私自身は

なぜバケツリレーを使うのか、いまだに完全には納得していないのですが。 

 ２点目です。通信方式のことで、大野委員からいろいろ苦労しているというお話を伺っ

たのですが、もしそうなら何も全部自前でやらなくたって、プロの力を借りたらどうか。

あるいは自分たちで思いつく範囲で枠組みを作り、最終局面でのみプロの手を借りるとい

う発想を根本的に改め、虚心にプロの知恵を全面的に借りたらどうか。もちろん中部さん

に限った話ではありません。日本には優秀な通信事業者、ここにも参加しておられる、あ

るいは別の研究会でも参加しておられる通信事業者さんがいるわけですから、そういうと

ころに全面的に力を借りるとかできないものでしょうか。日本は通信大国というのか、光

ファイバーが、ラスト１マイルを除けば人口比で見てのかなりの部分に張りめぐらされて

いるし、無線方式でも複数の規格が全国津々浦々にこれからもさらに拡張されていこうと

いうときに、なぜそのラスト１マイルに遅い無線網をまた一つつくるようなことをするの

か、それにどんなメリットがあるのか私はよくわかっていません。その方がコストが低い

から採用されているのだと思いますが、通信のことで苦労しているということがあるとす

るならば、そういう方式だって検討する余地があると思います。 

 先ほど辰巳委員からの質問に対して土井委員が、光ファイバーを使うというのでも、バ

ケツリレー方式なら 300本に１本だということをおっしゃったのですが、僕は辰巳委員が

おっしゃった光ファイバーという発想は、メーターだけに使うためにすべての家庭に追加

して１本光ファイバーを持っていくということを前提におっしゃったのではないと理解し

ています。光ファイバーはブロードバンド用に家庭に引かれている、これを使うことを前

提にしたのではないか。専用の光ファイバーを各家庭に、ブロードバンド用とメーター用

に１本ずつ引くというような、そんなことを言ったのでは到底ないと思っています。そう

すると 300本に１本だから、もし各家庭にやるなら 300本引かなければいけないという、

こういう粗雑な説明では、公衆回線を使わないということの説明としては不十分だと思い

ます。 

 ３番目です。プレゼンで屋外に設置する例、屋内に設置する例がともに出てきました。

日本では主力は屋外になっていると思います。ただ屋外になっているのは、これは基本的
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には選択の結果そうなっているのであって、ルールでそうなっているわけではないと理解

しています。プライバシーをもし本当に重要視するなら、外に置いておくのがいいのか。

今でも外から電気の使用状態を、のぞこうと思えばのぞける状況になっているわけで、あ

る意味でそういうプライバシーを犠牲にしているということだと思います。しかしその方

が検針コストははるかに低いと。それから月１回検針されるときに、屋内にあって検針員

さんが一々家に入ってくるぐらいなら、外にあった方がずっといいと、多くの消費者も考

えると思います。したがって現在屋外にメーターがあるのは、電気事業者さんの都合だけ

でなくて、一般家庭からも支持されていることだと思います。しかしあくまで選択の結果

こうした、強いられたことではない、という点は認識していただきたい。 

 スマートメーターの時代に、本当に今まで通り漫然と屋外に置いた方がいいのかどうか

も、選択の問題になると思います。遠隔検針できるわけですから、毎月毎月検針員さんが

家の中に入ってくる必要なく、家の中に置けるようになります。本当に今までどおり屋外

に置いておくのがいいのか。消費者の利益に合致しているのか。もちろん屋外に置くメリ

ットがあることは十分わかってはいますが、そういうメリットとデメリットを考えた上で

の選択の結果どちらを選ぶのかということになるのだと思います。その結果、屋外になっ

たとします。屋外に置くことによってこんな問題がいっぱい出てきますというようなこと

が、もしメーターの設置者の一般電気事業者さんの方から今後出てくるとすれば、私には

理解しがたい言い訳にしか聞こえません。屋外に置くと選択したということは、そちらの

方が全体としてコストが低くて最終的に消費者の利益になるいという理由で選択した結果

なのだということをきちんと認識した上で、開発をしていただきたい。屋外に置かなけれ

ばいけないからスペックが相当ヘビーなものになって、したがってエネルのメーターより

コストが高くなって当然です、などという信じがたい議論が、今後も出てこないように願

っています。 

 ４番目ですが、９電力さんはそれぞればらばらのメーターをつくることになるのでしょ

うか。資料３の「スマートメーターに関する検討について」を見ていて、実際に実証して

いない事業者さんいます。更に各社の事情ということが何度も出てきます。ロットが小さ

くてコストの節約ができない、コストが低くできないということがもしあるのだとすれば、

ばらばらのメーター、各電力会社内でまたそれぞれ数種類のメーターが出てくるのかもし

れませんが、そんな小さな単位でメーターをつくっていくのを、スマートメーターの時代

にも続けるのでしょうか。もちろん各社の自主判断が一番重要だと思いますが、それはお
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客さんに迷惑をかけない範囲でということだと思います。お客さんに迷惑をかけない範囲

でというのは、最小の費用で作られる限りということだと思います。自主性の結果コスト

高になって、電気代が高くなるというふうにしないで済む範囲、電気代の引き下げの余地

を奪わないと言う範囲での自主性だと思います。共通化なりを検討していただく必要があ

ると思います。一方で自主性を言いながら、一方でロットが小さくてエネルのメーターに

比べてコスト高になる、そのようなコスト高を放置しておいて、その高い費用を前提に、

スマートメーターの普及はペイしない、などという信じがたい議論が、今後も出てこない

ことを願っています。 

 最後に利用者負担ですが、メーターの設置に関して、スマートメーターをつけた家庭か

ら特別なお金を取らないということがあったとして、だからそれは利用者が負担していな

いということにはならないと思います。今でも機械式のメーターを電子式のメーターにか

えたからといって、かえた人から特別にお金を取るということはしていないと思いますが、

しかしこのコストは、結局は電気代として回収されていることになります。一般負担とい

う格好で電気の利用者が負担しているというのは間違いないので、スマートメーターを設

置するときに、設置した家庭で特別なお金が取られないから、だからこれは電気事業者さ

んが負担しているのだと安直に考えるべきではない。コストが高くつくということになれ

ば、結局は利用者全体が負担することになるという視点は常に持っておく必要があると思

います。一般電気事業者はメータリングのコストを公表していない、消費者がメーターの

コストが最小化されているか直接検証をする手段がない状況であるという点は留意する必

要があると思います。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。では藤原委員、よろしくお願いいたします。 

○藤原委員 

 幾つかお答えさせていただかなければいけないと思いますが、まず無線ＬＡＮ方式等に

よるバケツリレーのセキュリティー確保につきましては、通信途中で情報流出がないよう

に万全のセキュリティー確保をしていくというのは、先ほど土井委員が申し上げたとおり

であります。 

 ２点目は、データの通信方式についてであります。電力は自前回線など、一つの方式に

決め打つつもりではないかとの御意見でしたが、通信方式については、地域の実態に応じ
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て最適なものを選択することが基本となります。例えば、お客さまの密度が高くなく、か

つ当社の事業用通信設備が十分でないところまで一生懸命自分たちのものを張り込んで、

コストがかかってもやるといったことは考えておりませんし、他の事業者の通信も含めて、

活用できるものの中から最適なものを選んでいくという方向で検討しているところです。 

 この点については、ある一方式に決め打っているわけではなく、各会社の実態に応じて

決定されるものと考えております。例えば、関西さんのように通信事業もやられていて、

光回線がかなり張られている地域であるとか、弊社のようにある程度人口密度の高く、光

が張られているところではなるべく光回線を使っていく、あるいは、各地域の設備事情に

応じては、通信事業者さんからの公衆回線を借りるといったケースもありうるものと考え

ております。 

 ３点目、４点目は、電気事業者を若干、性悪説的にお考えになっているのではないだろ

うかと思うところもありますが。私どもはメーターを屋外に設置するから高くなるという

ことを申し上げているわけではなく、これまでもお客さまのお宅のメーター設置場所につ

きましては、新設時に協議させていただいた上で設置してきております。その設置場所を、

電子式になるから全部御破算にしてということは、恐らくあり得ないだろうと考えており

ます。例えばある御家庭におきまして、今度、電子式になるので、これまでの設置場所と

はまったく別のところに設置するという方向性はおそらくなく、一般的にはこれまであっ

たところに新メーターを設置していくということになるのではないかと考えております。

その際、地域によって気候条件も異なりますので、例えば東北さんや北海道さんのように、

雪害等の気候に耐えられるようなものに、ある程度外側はしていかなければいけないとい

う事情もったようなところも出てくると思います。その場所はあくまでもお客さまと我々

事業者の方で、協議のうえ決定した結果として、その場所にメーターをつけているという

認識でありますので、今後もその部分にメーターをつけていくことが基本になるかと思い

ます。 

 ４点目といたしまして、メーター仕様が各社ばらばらではないかということですが、こ

れからそれぞれ取り組まれようとする会社においても、高くてもいいから自分のところの

メーターは独自仕様にしたいということは恐らくお考えになっていなくて、できる限り安

く済ませるように仕様を検討することになるだろうと思います。その意味では、先ほどの

３点目とも関係しますが、季候等に応じて外装は変わってくるかもしれませんが、中の部

材等についてはできる限り標準化を進めて、安くメーターを調達するということが基本で
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あり、この点は断言をしたいと思います。 

 ５点目のコストについても、この電子式のメーター導入によるコストアップ分をすべて

電気料金に転嫁していくことを考えているわけではありません。コストアップ分が、今ま

でかかっている検針コスト等を下回るようにしてやっていかなければいけないわけであり

ます。ガスさんも含めてエネルギー間競合がありますので、費用が増えたから、その分だ

け単純に電気代を上がってもいいというように考えているわけではありません。新メータ

ーの導入によって、検針員さんの労働コストを下げるとか、停止・停解の出向費用コスト

等を削減していくとか、そういうった効果で十分ペイできるという状況において、初めて

電子式メーターに移行するということになるわけでありますので、経済性を度外視して電

子式メーターに移行するということは、我々事業者としては一切考えてはいません。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。では宮崎委員、お願いいたします。 

○宮崎委員代理 

 宮崎でございます。今日土井委員の方から、メーターの規格、機能の御説明をいただい

て、非常に勉強になったと思っています。その中でやはり尐し将来のエネルギーサービス

の絵姿みたいなものも含めて、10年間かえられないというキーワードがもし今後も続くの

であれば、やはりそこのところも含めて、機能論をこの検討会の中で、１回、２回と積み

上げている中で決めていくといいますか、議論していくのが非常に大事なのかなというの

を、今日再度思ったような次第でございます。 

 特にこのエネルギーのサービスが、現状のところから今後ダイナミックにＰＶとかＥＶ

とか、そういうものが家の中に入っていくということを考えますと、やはりメーター値で

どれだけの効果が出たのか、おのおのの装置でどれだけの出力が出たのか、それの合わせ

わざでどうなっていくのかというのが、お客様の中でも自然エネルギーを含めてどれだけ

の効果になったのかとか、電気の利用量がどうなっているのかというところの関心が深ま

れば深まるほど、メーターの機能単独の話ではなしに、見える化といいますか、見えるた

めにどういうインターフェースで出していくのか。先ほどＧＥさんの中での説明でいうＬ

ＡＮ/ＷＡＮ機能といいますか、電力事業者さんの方に出していく通信の機能の話。それか

ら家の中での通信で各機器をつなぐ話。そういうものも含めて、その辺の機能も非常に大

事になっていくのかなと思ったような次第でございます。 
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 やはりそういうのをある程度決めた上で、先ほど台数が 8,000万台というふうに言われ

ておりましたが、グローバルな世界になっていきますと、例えば携帯電話も国内では１億

1,000万台と言っていますが、グローバルな世界では 10億台という世界での、量産効果も

含めて出ていくというようなところを含めますと、ぜひそういうスタンダードの中で、世

界にも出ていけるような形を早くつくるというのがやはり大事なのかなと思ったような次

第でございます。 

 あと、済みません、手前みそでございますが、通信方式の話がいっぱい出ておりました

ので。そういう意味ではガスさんの方では一部通信事業者のネットワークも採用されなが

ら、今遠隔検針なども行われておるので、ぜひその辺の活用も検討の中に入れていただけ

ればと思う次第でございます。 

 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。城所委員、よろしくお願いいたします。 

○城所委員 

 私のコメントは、資料３の電力さんの５ページの主な留意事項についてですが、これは

雑駁な感想として、ここは電力さんの立場からお書きになっているのだと思いますが、例

えばスマートメーターの機能を検討する上での前提というのを、もし私が文章を書くとす

るとこういうふうに書きます。「メーターは使用電力量を計測するものであることから、ど

のようなデータを計量、収集すべきか、社会的な望ましさの観点で整理が必要」。 

 現在は基本的に電力使用量と電力販売量は等しいですが、これからそれがマッチしなく

なる世界が増えてくることを考えると、結局メーターではかるのは使用量であって販売量

ではないと。これから太陽光とかの双方向の電力のやり取りを考えると、そういう整理が

要るのではないかと思います。 

 それに関連して、結局この留意事項は、電力会社さんがデータを持って、それを提供す

るという発想に基づいているのですが、別の発想に基づけば、やはりだれが情報を持つか

という話に関連しますけれども、消費者側が持って、それを電力さんに貸しているという

こともできるわけです。計量データの取り扱いですが、さきほど辰巳委員のコメントにも

ありましたように、「消費者側にどのようなメリットがあるのか明確にし、お客さまのご理

解を得ることが必要」と書いてあります。どのようなメリットがあるかどうかは消費者が

考えて行動すべきことだと私は思っています。 
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 例えば具体的に言いますと、今私が東京電力さんのエリアに住んでいまして、見える化

をウエブでやっているのですが、何も東京電力さんの画面に行かなくても、私がふだん使

っているヤフーやグーグルのトップページでそれを見たいと。こうすると私はメリットが

あるので、多分そういうことができるようになったら登録するでしょうねというのがまず

第１点です。ただ、これはすごくマイナーなメリットです。本当に消費者側にメリットが

あるのは、やはり細かいデータに基づいた詳細な料金プランが選べるようになって、初め

て消費者側に大きな影響があると思います。 

 それで、デマンドレスポンスに関しては否定的なコメントもよくあるのですが、ちょっ

と話がずれますけれども、私は交通が専門で、高速道路の引き下げには反対の立場です。

ただし高速道路を引き下げて何が起こったかというのをよく考えていただければ、ものす

ごく大きな影響があるわけです。混雑するとわかっていても、渋滞にはまるとわかってい

ても、1,000 円の高速道路料金に惹かれて皆さんは出かけていく。したがって、全体に大

幅な料金の引き下げがあれば、多分皆さんは夏のピーク時に電気料金が高くなれば、その

ときは電気の利用を減らし、ほかのときに電力を使うということが起こるでしょう。 

 先ほど、エネルギー間競争ということもおっしゃっていましたが、問題はエネルギー間

競争がどこまであるかということで、私は電力さんの性悪説に立つわけではないですが、

自主的にさまざまな料金プランが提供される状況にはないというところをどうやって考え

るのか。その中で、本当はさまざまな料金プランがあって、選べることによって消費者は

一番利益を受けるのだけれども、それが自主的に提供されないという状況の中でどうする

のかという問題があります。 

 例えばもう一つ事例を申し上げますと、皆さんがふだん必ずお使いになっていると思い

ますが、Suicaです。Suica は乗車時間と降車時間が記録されます。あれはすぐれたシステ

ムで、実はイギリスの地下鉄も同じようなシステムですが、イギリスは一応ピークとオフ

ピークに料金が分かれています。Suica みたいなすぐれたシステムがあるのであれば、例

えば 10時から 15時までに乗った人は３割引き、そのかわり通勤時間に乗った人は１割増

しということをやってもいいのですが、ＪＲさんの方にそれをやるインセンティブがない

わけです。それは面倒くさいし、別にお客さんが乗ってくれるからいいやと。確かに Suica

で一々切符を買わなくてもいいし、自動販売機で飲み物も買えるし便利だけれども、料金

プランを選べないということで消費者側のメリットはかなり減殺されている。そういうこ

とを踏まえた検討が必要かなというコメントです。 
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 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。では土井委員、お願いいたします。 

○土井委員 

 松村委員からいろいろ御意見がありましたが、例えば家庭へのインターネット回線を使

ったらどうかというような話がございました。こういうことも私どもは検討いたしました。

まずはインターネットの普及率というのがございます。それから、家庭の中でインターネ

ットの回線に電気のメーターの情報を載せるということになりますと、例えば今スマート

メーターの大規模実証というのをやっておりますが、その中で発生している一例を申しま

すと、夜お客さまが眠られるときに、ルーターやメディアコンバータの電源を落とされま

す。そうすると、その間のデータを吸い上げることができなくなります。ですから、やは

りそういうお客さまの回線を使うというのは、その回線をずっと 24時間生かした状態にし

ていただかないと、例えば 30分ごとの計量値というのは吸い上げられませんし、ではルー

ターやメディアコンバータの電気代はだれが払うのか、そういういろいろな課題もござい

ます。私どもがいろいろ検討した結果、やはり通信コストを下げる、それからどのお客さ

まにもサービスが提供できるという観点からすると、このバケツリレーの方式が最良の方

法ではないかということで、今実証にたどり着いています。 

 あとは、宮崎さんから意見がございましたが、これを 10年間ずっと使い続けるのかとい

う話がございました。例えば Enelさん、ＰＰＬさんは、本日御説明がありましたが、今や

っているのは単なる遠隔検針の機能だという話でございました。では、Enel さんがこれか

らＨＡＮ、いわゆるホームエリアネットワークを利用して家電の制御をするために、3,300

万台またメーターを取り替えするのかという話になります。そうすると、そのときにネッ

クになるのは何かといいますと、私どもでいいますと通信方式になります。その場合に、

例えば当然技術進歩もあるでしょうから、我々は通信ユニットの部分を抜き差しできるよ

うにして、より高速なものができればそこをかえられるようにしたということです。通信

方式を変更する場合は、メーター自体をかえなくてもその部分をかえればいい。そういう

コンセプトでこれをつくっておりまして、やはり技術進歩は大きいだろうという認識のも

とに、基本のメーターの部分は、30分ごとに、根元の部分で計るという基本機能の観点か

らすれば、これだけでよく、通信部分については、技術進歩があるから、こういう構造に

した方がいいのではないかという考えもありまして、今のようなユニット構造にしました。 
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 それから、当然検定の話もございます。海外のようなメーターですと、メーターを一式

取り替えねばなりません。そうするとやはりそれなりの工事も必要となりますし、アメリ

カのメーターですとプラグイン式ですから日本のよりは簡単だと思いますが、日本のメー

ターはやはり配線を、ねじを緩めて抜き差ししますので、そこで安全の問題もございます

し、時間もかかります。また、なかなか停電もさせていただけませんので、そこをバイパ

スするような工法も必要となり、結果としてかなりのコストがかかります。ですから、そ

れらを考慮して検定のときに取り替えやすいように３段型のユニット構造にして、真ん中

の計量ユニットだけを抜き差しすればいいような構造にしました。本日は時間の都合もあ

りましたのでそこまで御説明できなかったですが、そういった工夫をして、今にたどり着

いているということでございます。 

 あとは太陽光の話が城所先生からございました。この場合、当然電気を売るというデー

タと、これから全量買い取り、あるいは固定買い取りの話になりますと、逆流する、電気

を買わせていただくという話もございます。今は関西電力の場合ですと２台メーターをつ

けていますが、今の計量ユニットの部分の機能を新しく変えれば、双方向計量という機能

が海外のメーターにございましたが、そういった機能も当然搭載できます。東電さんも多

分そこはお考えだと思いますが、電気の売り買いといった機能も搭載できるようになって

おります。 

○林座長 

 では服部委員、よろしくお願いいたします。 

○服部委員 

 先ほどから尐しプライバシーやセキュリティーの問題が話題に上がっていて、これは三

菱総研さんの資料でも紹介があったように、オランダでそういう問題があって、ヨーロッ

パは今その問題からちゃんと教訓を学ぼうとしているところだと思います。確かにこれは、

スマートメーターだけの問題ではないだろうといえばそのとおりだと思いますし、では何

か新しい法律や制度や仕組みが必要かというと、それはどこまで本当に必要なのか疑問だ

というのは私自身はよくわかります。 

 一方で、先ほどメリットは消費者が判断するという御意見がありましたが、そういった

消費者の不安感というのはやはり消費者の不安感として理解するべきだろうと思いますし、

辰巳委員だけではなくて、欧州の消費者の人たちはみんなそういう心配をするわけです。

それで大事なことは、やはり消費者に対してしっかりと説明をする。実はオランダでもそ
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ういう反対運動が起きたんだけれども、やはり過剰に反応し過ぎたのではないかという意

見もあって、本来スマートメーターがメリットをもたらすものなのに、そういった誤った

というか、ちょっと過敏に反応したことによって阻害されることがあってはいけないとは

思います。ただ、今まで利用できなかったデータが利用できるようになる、そういう新し

いものに対する不安感というのは、やはり理解するべきだろうし、消費者の目線に立って

必要な情報提供をしていくべきだろうと思います。 

 あと、ついでにちょっとオランダの問題をいいますと、オランダはこれを義務づけよう

としたときに、たしか需要家にだと思いますが、スマートメーターの設置を拒んだ場合に、

かなり高額の罰金が科せられて、それも却下された理由というふうに聞いていますので、

また後で確認していただきたいのですが、そういった問題もあったということをつけ加え

させていただきたいと思います。 

 それから、先ほどメーターを各社でつくった場合の対応というか、それでいいのかとい

う話があって、私自身も共通化できる部分は共通化して、やはりスケールメリットを生か

すべきだろうとは思います。もちろん既に藤原委員の方から標準化はしていくということ

で御発言があったので、その点は安心していますが、ただこのスケールメリットも、私も

単純に多ければ多いほどいいだろうと思っていたのですが、メーターの単価が最小費用に

なる台数というのは、実はそんなに多くないかもしれないという話も時々聞きます。この

辺は実際につくられている業者さんが、コストに関する情報をどこまで開示するかという

問題がありますが、ただ定性的に多ければ多いほどいいというものではないかもしれない

ということは、覚えておいた方がいいかもしれないと思っております。 

 あと、私の方からヨーロッパの現状を尐し追加で紹介させていただきたいと思います。

三菱総研さんからＥＲＧＥＧがとったアンケートの例がありましたが、実はＥＲＧＥＧは

既にガイドラインという形で、スマートメーターに求められるべき機能と、つけてもつけ

なくてもいいけれどもオプションで考えるべき機能というのを分けて、そういうガイドラ

インを出して、今コンサルテーション、つまり関係者の意見を聞くという段階に入ってい

ます。それから、欧州の標準化の議論も先ほど紹介がありましたが、スマートグリッドの

構築を進めていく、そしてスマートグリッドの標準化という中で、その一要素としてのス

マートメーターの標準化も進めているという動きが実はあって、もう欧州委員会の中でス

マートグリッドのためのタスクフォースができて、その中の専門家グループで、既にスマ

ートメーターに求められる機能はこういうものだという提案が出されています。今紹介し
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た２つはいずれも６月に出たばかりなので、かなり新しいものですが、そういうのを横並

びに比較してみますと、どこが共通していてどこに違いがあるのか、どこに論点があるの

かということがわかるので、日本で今後標準化とか、スマートメーターにどういう機能を

求めるのかということを考えるときに、一つの参考にはなるかと思います。 

 １点だけ紹介させていただきますと、例えばイギリスでは、専用の宅内ディスプレーを

一緒につけるというふうに一応提案されているわけです。ところが、ＥＲＧＥＧのガイド

ラインではこれはオプションになっている。一方でＥＵのタスクフォースの中では、何か

情報提供はしましょうと。ただ、それは専用のディスプレーでなくても、要するにウエブ

を通じた、ＰＣ経由の提供でもいいというふうに言っていますので、実は割とこの辺は論

点がある。消費者団体の中には、やはり専用ディスプレーまでちゃんとつけてあげないと、

見える化によるエネルギーの効率化のメリットが出てこないだろうという不安があるわけ

です。一方で、全部が宅内ディスプレーをつけたらコストもかかるし、やはりお客さんに

とってはその見える化の手段もちゃんと選択できるようにするべきだという意見もありま

す。そういった議論があるということで、一つ参考になるかと思っております。 

 私からは以上です。 

○林座長 

 それでは大野委員、よろしくお願いいたします。ちょっと時間も押していますが、すみ

ません、お願いします。 

○大野委員 

 それでは簡潔に。重ねて言いますが、中部電力の場合、利用しています通信は自前とい

うのではなくて、そのメーターのある場所で最適な auさんだとか docomoさんだとか、そ

れを利用していますという事実を、まず一言お話しします。 

 それから、先ほど城所先生から、データを電力に貸しているかというお話があって、そ

れを借りているか貸しているか、持っているか持っていないかという話をしても、多分始

まらないんだと思いますが、尐なくとも取引用のメーターに関しては、売り手である電力

会社が設置して、そこで計られたメーターの値そのものは取引に使っている。そういう意

味では電力会社が管理しているデータであることは、多分間違いないと思います。したが

って、そのデータをどうやって利用していくかというときのセキュリティーの問題であっ

たり、あるいは利用可能性だと思います。そのときに、辰巳委員からもありましたが、デ

ータの使い方がわからないというのは、今回の場合、電力がどう使うかというよりも、見
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える化として利用者の方々が、どういうデータがあると使いやすいものになるのかという

ことを御議論いただいて、その中で見ていくのがいいのだろうと思っています。 

 そういうときに、初回にもありましたが、電力会社のメーターというのは、家庭なら家

庭全体の使用量をその都度計っているだけで、その中はわからないわけで、そういうデー

タがどれぐらいどういうために必要かということを御議論いただいて、これから我々はそ

れを参考にして考えていくのかなと思っているところであります。 

 以上です。 

○林座長 

 村上委員、お願いします。 

○村上委員 

 もう一つ、以前「スマートコミュニティ関連システムフォーラム」という会議がありま

して、ちょうどことしの２月に関西電力の濱田副社長が、今日土井委員が御説明いただい

たような内容、もう尐し簡単な内容だったような記憶がありますが、御説明があって、そ

のときに私が質問をしておりまして、同じような御説明だったので、今回同じような質問

をしないというのもあれなのでちょっと質問させていただきます。もしも電力会社さんの

通信方式のインターフェースを持ち、三田課長の御説明された検定に合格したある機器、

これをどう呼ぶかは勝手だと思いますが、それを消費者が家電販売店から購入して、もち

ろんしかるべき資格を持った人が設置をするわけですが、そういうことが行われた場合に、

電力会社さんは何かお困りになることがあるのでしょうか、という質問です。 

○林座長 

 では藤原委員、よろしくお願いします。 

○藤原委員 

 今のお話は、基本的には私どもが考えていますのは、困るか困らないかではなくて、や

はり計量して、債権債務を確定して、電気料金をちょうだいするというようなことになる

わけであります。 

 今のお話でいいますと、よく電話の例えになるのですが、私どものメーターというのは

各御家庭にある電話機ではなくて、一種交換機なのだろうと思います。ですから、どうい

うふうに通信をされて、通話をされて、どういうふうにどのぐらいかかったのかというの

を計量する部分というのは、言ってみますと恐らくそれは各御家庭の電話機ではなくて、

恐らく局にある交換機とかそういうもので計測しているわけでありますので、そこのとこ
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ろのものというのは、やはり事業者である我々が、計器の検定のところをサーティファイ

されたもので計量していくというような形になるのだろうと思います。 

○林座長 

 ありがとうございました。では、辰巳委員、よろしくお願いします。 

○辰巳委員 

 先ほど城所先生が、メリットは消費者側が考えることだとおっしゃったもので、その点

に関して。おっしゃるとおり御説明がきちんといろいろあれば、消費者が自分にとってど

こにメリットがあるか考えるということは、これは当然だと思いますが、そうすると何が

起こるかというと、消費者が選択権を得られる。だから、こういう機械をつけてほしいと

思う人はつけてもらいたい、つけてほしくないという人はつけてほしくないということが

起こるのではないか。そういうことが今回の話し合いの中であり得るのか。 

 この前私はＥＴＣの話でちょっとそんなことを言ったように思いますが、このままでい

いから、全然困らないからさわらないでほしい、と消費者が主張できるのかどうか。強制

的に全戸につけられるのであるならば、やはり満遍なく消費者にメリットがないといけな

いのではないかと思ったりしたもので。その辺りについて城所先生の御意見を伺いたいと

思いました。 

○林座長 

 では、手短にお願いします。 

○城所委員 

 私が考えていたのは、結局新しいスマートメーターをつけたとしても、その新しい機能

を使わないということですね。その場合、今までのような単なるメーターとして使うこと

もありうるということです。全部一度にスマートメーターに変えたとしても、結局辰巳委

員がおっしゃっているように、メリットがない人は見える化、メーター情報の提供等をや

らないという自由があってもいいのではないかということです。例えば私は家にパソコン

が何台もありますから見える化をしたいけれども、したくない人までさせるのかというこ

とで、それはしたくなかったらしなくてもいいのではないでしょうかという意味で「メリ

ットがあるかどうかは消費者が考えて行動すべき」と言った、そういうことです。 

○林座長 

 それでは、ちょっと時間も押していますのでよろしいでしょうか。今回も前回に引き続

きまして、非常に活発な御議論をいただきました。本当にありがとうございます。座長と
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いたしましては大変うれしい限りでございます。 

 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 

 もう時間もかなり過ぎてしまいましたので、今日の議論を特にまとめるということはい

たしませんが、項目だけ言えば、計量器としてのスマートメーターを入れることに、電力

会社にとってどういう必要性があるのかについて、日米欧それぞれ違うということがかな

りはっきりした一方で、コストと費用負担の議論があったという点。そして、やはり消費

者にとってのセキュリティーなりプライバシー、これは前回の議論でのＨＥＭＳの方にデ

ータ提供するということよりも、今日はむしろ電力会社に吸い上げる段階でのセキュリテ

ィーなりプライバシーの問題というのがかなり出てきたという点。それと、先ほどコスト

の話で申し上げましたが、一方でメーター自身の標準化の問題という点。さらには消費者

の選択の問題や、計量法のさまざまな問題といった点が大分出されたのではないかと思い

ます。 

 前回はむしろデータを使ってどういうビジネスがあるのか、あるいはデータを使ってど

ういう効用があるのかというのが中心でしたが、今日はどちらかというとまさにメーター

を置くということについてのさまざまな制約であったり意味というのが、大分議論になっ

てきたと思います。 

 こうやって尐しずつ皆様方からの情報をいただきながら、いろいろな素材を出していこ

うと思っていますが、次回は、一つはガス等そういったところでの取り組みというのを御

紹介いただければと思っております。また、諸外国ということでは米国、欧州と見てまい

りましたが、それ以外にもアジア各国でも結構動きがあるということでございますので、

そのアジアの動き等を紹介する。また、そこまでに私どもの方で、これまでいただいた議

論の中で補足すべき点、あるいは調べられる点があればもう尐し調べて、議論のたたき台、

たたき台というのは取りまとめるという意味ではなくて、議論の素材として尐し御提供し

て、もう一回、２回目、３回目、４回目のこの３回での議論について、さらにもう尐しい

ろいろな情報、意見を出し合うようにしてみたいと思っております。 

○林座長 

 それでは、これをもちまして第３回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） 
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問い合わせ先 

経済産業省 資源エネルギー庁 

電力市場整備課 

電話：03-3501-1748 

FAX：03-3580-8485 

 


