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電力会社（送配電） 

 スマートメーターの導入・活用を促進していく上での課題と対応 
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◆ 第１２回スマートメーター制度検討会における御指摘等を踏まえ、スマートメーターの導入・活用を 

更に促進していく上での課題と対応を、以下の４つの視点で整理。 

      （１） 導入計画  （２） 調達方法  （３） 導入促進のための環境整備 

     （４） 活用促進のための環境整備       

スマートメーター及び 
関連システムの全体像 

スマート 
メーター 

需要家 
Ａ Ｂ 

Ｃ 

停止･停解，契約変更 
 電力30分値(順･逆) 
 電流値、時刻情報等 

検針値(30分値)等 情報提供要請（随時） 

小売事業者 民間事業者 
（第三者） 

HES MDMS 

＜課題＞ 
  全体： 調達方法、コスト低減、相互接続性・機能拡張性 
 スマートメーター： 導入計画、希望者への設置開始時期、設置主体 
 Aルート： 開通時期（一部・全面）、通信接続率（自動検針率）、通信方式（適材適所） 
 Bルート： 開通時期（一部・全面）、通信方式（適材適所）、運用ガイドライン 
 Cルート： 開通時期（一部・全面）、情報提供サービス、情報提供頻度 

需要家 



              

        
        
        
        

 （１） 導入計画 2 

⇒ スマートメーター導入効果の早期実現への強い期待を受けて、現在、各電力会社に 
  おいては、導入の前倒しを含め、計画の詳細を検討中。 
    ○ HEMS設置等に伴いスマートメーターの設置を希望する需要家や、小売全面自由化後、小売電気 
      事業者の切替を希望する需要家に対しては、検定有効期間満了前であっても、スマートメーターへの 

    交換を遅滞なく行う旨が、既に電力業界から表明されている(平成25年9月)。 

     ○ 東京電力は、検定有効期間（10年）満了に伴うメーター取り替えに合わせ、10年間（2014～2023年度）を 

    かけて設置する方針から、2020年度までの７年間で、サービスエリア全域に設置する方針に見直したことを 

    表明（平成25年10月）。 

     ○ 中部電力についても、検定有効期間（10年）満了に伴うメーター取り替えに合わせ、10年間（平成27年7月

～平成37年6月）をかけて設置する方針から、設置完了時期を2年3ヶ月前倒し、平成34年度末までにサー

ビスエリア全域に設置する方針への見直しを決定（平成25年10月）。  

   

⇒ また、設置されたスマートメーターが活用されることが重要であることから、電力会社
（Ａルート）、需要家（Ｂルート）双方への通信環境の整備を着実に進めることが必要。 

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ 
  スマートメーターの導入は業界を挙げて取り組むべき課題と認識すべき。関西電力の事例など、試験導入の知見や 
データを積極的に出し、他社の早期導入につなげるべき。 

  ７～９年経過した残存価値の少ないメーターから交換し、遠隔検針の実施や検針票のWeb化を行うことで、コストダウンを
先取りできるのではないか。仕様の共通化や、競争入札の積極活用により、当初の想定よりコストが下がった場合、その
原資を使って取り替えることも考えられる。 

  東北・四国・北海道が料金審査の過程で表明した導入スケジュールよりも遅い計画の会社がいることには納得できない。
国民から強い前倒し要望が出てきていることに対しては事実上のゼロ回答。３電力が表明している平成36年度末までの
導入に他社が合わせれば納得するというものではない。 

  全面自由化を見据え、スマートメーターが設置されている人といない人でサービスに違いがあると不公平感が生じる。 
  需要家が望む場合に検定有効期間満了前であっても交換するという対応は、業界の統一見解なのか。 



              

        
        
        
        

※他の各電力会社についても、計画を前倒す方向で、詳細検討中。    

 （１） 導入計画①（導入開始、本格運用開始、導入完了） 
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   ⇒ 各電力会社が、以下の点も含め、具体的な導入計画を明らかにしながら、取り組みを 
    進めることが重要ではないか。 

  ① スマートメーター及び関連システムの導入開始／試験・本格運用開始／導入完了時期（予定） 
  ② Ａルート／Ｂルートそれぞれの試験・本格運用開始時期（予定） 
   ③ 需要家の要望に応じたスマートメーターの設置開始時期（予定） 
  ④ Ａルートの通信接続率（目標） 

  東京 中部 

低圧部門に 
おける対応 

 本格導入開始 平成26年度上期 平成27年7月 

 導入完了 

平成35年度末 
↓ 

平成32年度末 

平成37年6月 
↓ 

平成34年度末 

 ⇒ 第12回スマートメーター制度検討会（H25/9）において、各社が表明した計画からの変更点 



              

        
        
        
        

◆ 平成２５年９月時点での各社の導入計画は下記の通りであるが、各社において、導入の前倒しを含め、詳細を検討中。 

◆ なお、ＨＥＭＳ設置等に伴いスマートメーターの設置を希望する需要家や、小売全面自由化後、小売電気事業者の切替

を希望する需要家に対しては、スマートメーターへの交換を遅滞なく行う旨が電力業界から既に表明されている。 

Ｈ２０ 
2008 

Ｈ２１ 
2009 

Ｈ２２ 
2010 

Ｈ２３ 
2011 

Ｈ２４ 
2012 

Ｈ２５ 
2013 

Ｈ２６ 
2014 

Ｈ２７ 
2015 

Ｈ２８ 
2016 

Ｈ２９ 
2017 

Ｈ３０ 
2018 

Ｈ３１ 
2019 

Ｈ３２ 
2020 

Ｈ３３ 
2021 

Ｈ３４ 
2022 

Ｈ３５ 
2023 

Ｈ３６ 
2024 

Ｈ３７ 
2025 

Ｈ３８ 
2026 

Ｈ３９ 
2027 

Ｈ４０ 
2028 

～ Ｈ４４ 
2032 

関西 

通信接続率 73％ 85％ 89％ 92％ 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

九州 

通信接続率 28% 51% 62% 84% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

東京 

通信接続率 99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99％
以上 

99%
以上 

中部 

通信接続率 
（RFP実施中） 

95%
以上 

95%
以上 

95%
以上 

95%
以上 

99%
以上 

99%
以上 

99%
以上 

99%
以上 

99%
以上 

99%
以上 

99%
以上 

99% 
以上 

99%
以上 

99%
以上 

四国 

通信接続率 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 90% 
以上 

東北 

通信接続率 

北海道 

通信接続率 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 9割
以上 

北陸 

通信接続率 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

中国 

通信接続率 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 90% 
以上 

沖縄 

通信接続率 

試験導入 本格導入 

実証・試験導入 本格導入 

現時点では未定 

個別取付要望への早期設置対応 

一部エリア導入 

一部エリア導入 

(H26より新通信方式検証） 

遅くともH35までには導入を開始 

通信の状況等に応じて自動検針を年度展開しながら，全域での実施を目指していく 

 【参考】第12回スマートメーター制度検討会（H25/9）において、各社が表明した計画 
4 



              

        
        
        
        

 （１） 導入計画②・③（低圧スマートメーターから得られる情報の提供開始時期） 5 

Aルート対応開始時期 ★１ Bルート対応開始時期 ★２  ★１ スマートメーターの検針値を、MDMSまで自動で収集し、お客さまに「見える化」サービスが
提供可能となるとともに、料金システムに連係し、料金算定データとして使用可能となる時期。 
★２ お客さまからの個別要望に応じて、Bルート対応が可能となる時期。 

一部エリア 
対応開始 

全供給エリア 
対応開始 

一部エリア 

対応開始 
全供給エリア 
対応開始 

条件・補足説明等 

北海道 H28年度中 H30年度 H27年度中*１ H27年度中 
*１ 業務検証を実施し、関係するシステム・業務に問題ないことを確認の上 

対応を開始する予定。 

東北 － H29年度中 － H27年度下期中 

東京 H27年2月*２ H27年7月 H26年9月*３ H27年7月 
*２ MDMSの先行適用（検証含む）を行うエリアに限定。 
*３ スマメ先行設置エリアに限定するなど、提供対象・機能を限定 
   （試験サービス）。 

中部 H27年7月*４ H28年4月 H26年10月*５ H27年7月 

*４ １：Ｎ無線方式を適用した場合に、Ａルートによる電気使用状況の「見える化」及
び自動検針に対応可能な時期。 

   マルチホップ通信適用地域のお客さまについては、通信伝送路が整備され次第、
順次見える化サービスの提供は可能となるが、それ以前にサービスの提供を希
望されるお客さまには、個別に１：Ｎ無線方式を適用することにより対応可能。 

 
*５ 段階的設置※のため台数の制約はあるものの希望されるお客さまについては、B

ルートの活用は可能。  
※段階的設置：１営業所/１支店を選び2,000台程度設置予定。全社で計12,500台程度設置予定。 

北陸 － H27年7月 － H27年7月 

関西 現在実施中 現在実施中 H27年2月*６ H27年7月 *６ 試験導入により、業務運営を含めた検証・評価・改善を行う。 

中国 H28年4月*７ H29年4月 － H28年4月 *７ 全供給エリアにおいて、スマートメーター設置希望者対応 

四国 H27年度中*８ H28年4月 H27年度中*８ H28年4月 
*８ H27年度に一部地域で実施するﾓﾃﾞﾙ導入において、一連のシステム・業

務の最終確認ができ次第、見える化対応を開始予定。 

九州 － H28年4月 － H28年4月 

沖縄 － 検討中 － H28年4月 

◆ 各社とも、ＨＥＭＳ等に対して比較的円滑にリアルタイムでの情報提供が可能な「Ｂルート」への対応を優先して進めている。 

◆ 需要家からの個別要望に応じたスマートメーター設置については、基本的にＢルート対応開始時期以降対応（小売全面 

自由化予定時期以前にはある）。 



              

        
        
        
        

 （１） 導入計画④（低圧スマートメーターのAルートの通信接続率） 6 

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ 
通信接続率が明らかになっていない電力会社には、その理由の説明をお願いしたい。 
一部の電力会社が目標としている通信接続率１００％は、１００．０％との意味なのか、９９．９５％以上という意味なのか。
イタリアのエネル社の通信接続率は、９６．４％と言われており、通信接続率９５～９９％との目標ならわかるのだが。 

 

○ Ａルートの通信接続率を議論する前提として、そもそも、スマートメーターの通信接続率には
様々な考え方があり※、電力各社によって考えが異なる（未決定の会社もある）ことから、統一
的な考え方で比較を行うことが適当。 

   ※東京電力の場合、ネットワーク接続率、検針値収集率（３０分以内収集率）、検針値収集率（４８時間以内収集率）、 
     遠隔設定成功率といった指標を、ＲＦＰにおける性能要件として設定している。 

 
○ 社会インフラとしての機能を果たすうえで重要な、自動検針がどの程度行われるかを比較 
する観点で、「自動検針率」によって電力各社の計画を比較すると、以下のとおり。 

自動検針率 ＝  
自動検針可能な※スマートメーターの台数 

供給エリア内におけるスマートメーターの台数 

※ 「自動検針可能」とは、スマートメーターの検針値（３０分値）が、MDMS経由で料金システムに連係し、料金算定データとして使用可能になること。 

【スマートメーター導入完了年度における各社の自動検針率（低圧における目標値）】  

関 西 ９９％以上 
中 国 ９０％以上 
四 国 ９０％以上 
九 州 ９５％以上 
沖 縄 ９０％以上 

北海道 ９０％以上 
東 北 ９０％以上 
東 京 ９９％以上 
中 部 ９９％以上 
北 陸 ９９％以上 



              

        
        
        
        

 （１） 導入計画④（低圧スマートメーターのAルートの通信接続率） 7 

 

⇒  スマートメーターインフラの活用の観点からは、なるべく高い目標を設定することが望まれる

が、過度に高い目標を設定した場合、追加コストが際限なく増加するリスクがあり、導入スケ

ジュールの遅延や託送料金の高騰を招くおそれがある。 

  

⇒ また、通信ＲＦＰを経た後、電力各社が通信インテグレータと締結するＳＬＡ（Ｓｅｒｖｉｃｅ Level  

   Agreement）における目標値が、guarantee なのか best effort なのかによっても、コストが 

変わってくると考えられる。 

 

⇒   したがって、各電力会社において、設備状況等も踏まえつつ、コストベネフィットの観点から、

適当な目標値を設定した上でＲＦＰを行い、その結果を踏まえ、最も適切な目標値を採用す

ることが適当ではないか。 

   



              

        
        
        
        

 （２） 調達方法 8 

⇒ スマートメーター本体の調達にあたっては、仕様を公開した上で、一般競争入札を行う予定であることを、 
全ての電力会社が表明済。通信方式の決定や、関連するシステムの調達にあたっては、ＲＦＰの実施は不可欠。 

  （ＲＦＰにより期待される効果） 
    ・ 外部の知見や他事業者の既存インフラ等を最大限活用することで、自社の設備投資や運用コストの抑制と機能・品質の向上を両立。 

    ・ 国内外の多くの事業者の参入を容易にする「オープンな仕様」とし、競争を促進することで、継続的に徹底したコストダウンを実現 

採用予定のメーターの仕様 
メーターの仕様公開・ 

一般競争入札 
RFC / RFP実施（通信方式） RFC / RFP実施（関連システム） 

北海道 東京 実施予定 RFP方式を含め検討中 RFP方式を含め検討中 

東北 東京 ○（入札説明会実施済；H25/10） ○ （RFP実施中；H25/10～） RFP方式を含め検討中 

東京 東京 ○（60A入札実施済；H25/11） ○ （RFC&RFP実施済） ○ （RFC&RFP実施済） 

中部 東京 ○（入札説明会実施済；H25/8） ○ （RFP実施中；H25/7～） ○ （RFP実施済） 

関西 関西・九州 ○（入札説明会実施済；H25/8） － （導入済） － （導入済） 

北陸 東京 実施予定 ○ （RFP実施中；H25/9～） － （開発中） 

中国 
先行する他電力会社と基本
仕様を統一 実施予定 ○ （RFP実施中；H25/11～） ○ （RFP実施中；H25/11～） 

四国 
先行する他電力会社と基本
仕様を統一 実施予定 ○ （RFP実施中；H25/10～） ○ （RFP実施中；H25/8～） 

九州 関西・九州 ○（入札説明会実施済；H25/8） RFP方式を含め検討中 RFP方式を含め検討中 

沖縄 
先行する他電力会社と基本
仕様を統一 実施予定 RFP方式を含め検討中 RFP方式を含め検討中 

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ 
  RFPを実施しないで調達が行われた場合、各電力の独自仕様になったり、過剰投資になったりする心配がある。 
  スマートメーターの導入を早くやるためにRFPをやっている時間がないだとか、不透明なやり方で高いものが入っていくと
したら目も当てられない。早く入れることがおかしなことをやる口実に使われないようにする必要がある。 



              

        
        
        
        

 （２） 調達方法 9 

 ⇒ スマートメーターが満たすべき基本的要件を、平成２３年２月にとりまとめ済（本検討会）。 

 ⇒ さらに、Bルートについては、 

  スマートメーターとHEMSの間は公知な通信方式を用い、メーカーが独自仕様を 

用いないことを合意（スマートハウス標準化検討会）。 

  通信方式の詳細仕様（プロトコルスタック）等を定めた運用ガイドラインを、 

平成２５年５月に策定済（スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会）。 

 ⇒ メーターとしては、現時点では、必要な標準化は行われていると考えられることから、今後は、

各電力会社が、オープンな形で実質的な競争のある入札を実施することにより、効率的な調達

を行うことが重要ではないか。 

 ⇒ 通信方式の選択や通信接続率の設定、関連するシステムの仕様については、需要密度など

に応じて地域ごとの設備の状況等も異なるため、何が最適かは一律に決まるものではなく、各

電力会社において、オープンで実質的な競争のある調達プロセスとしてのＲＦＰを実施すること

により、外部の知見や他事業者の既存インフラ等を最大限活用した仕様提案を受け、適正 

品質とコストのバランスが取れたスマートメーターインフラの実現を目指すべきではないか。 

スマートメーター及び関連するシステムの仕様 



              

        
        
        
        

 （２） 調達方法 10 

 ⇒  各電力会社がＲＦＰを実施するにあたって留意すべき事項としては、 
     例えば、以下のような事項が考えられるか。 

 ・ オープンで実質的な競争のあるプロセスの実施 

 ・ システムの相互接続性の確保 

 ・ システムの柔軟な機能拡張性の確保 

 ・ 通信方式の適材適所での選択 

 ・ 開発費用、通信費用、保守運用管理費用等のトータルコストの削減 

 ・ セキュリティの確保 

 ・ 国際標準の採用 

 ・ Ｂルート運用ガイドラインへの準拠 

 ⇒  こうした条件を満たしている場合には、料金算定プロセスにおいて、落札価格を適正
な原価とみなすことが適当と考えてよいのではないか。 

各電力会社がRFPを実施するにあたって留意すべき事項 
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 ① メーターの検定手数料の更なる見直し 
• スマートメーターの検定手数料については、試験工程において、計量値等の情報を被試験メーターのデー

タ通信機能により送信できるものは試験作業時間の大幅短縮化が図れること等から、平成２４年７月に政

令改正を行い、一般家庭用（１００Ａ以下）をそれまでの６７０円から３７０円に下げた。 

• この度、電力各社によるスマートメーターの本格導入に伴う検定台数の増加が見込まれるとともに、高効率

化試験設備（一度に試験できる計器台数の大幅増加）の導入及び試験作業方法の見直し等を行うことによ

り、一層の検定試験の効率化を図り、平成２６年度下期までに、現在の３７０円から約２４０円程度へと再値

下げを検討する。加えて、双方向計器の検定に係る割増分について、現行の１．７倍から約１．２倍程度へ

と引き下げを図ることを検討する。 

• 機械式メーターについては、一般家庭用（３０Ａ、手数料３６０円）の検定台数の減少により、試験設備の処

理能力に満たない状態での試験等、非効率化が進み、試験設備全体で考えた場合に稼働率が低下するこ

とが見込まれる。一方、試験設備の維持のための管理費用が継続することから、その検定手数料について

は将来的に値上げする方向で検討する。 

 

 ② 電波利用料の見直し （総務省において検討中） 
• 電波利用料制度は、電波法により少なくとも３年ごとに見直すこととされており、現在、総務省において、次

期（２６～２８年度）の電波利用料について検討中。今年８月にとりまとめられた「電波利用料の見直しに係

る検討会 報告書」において、携帯電話システム等を利用するスマートメーターなどについて、「戦略的に電

波利用料の負担を大幅に引き下げることが適当である」とされたところ。これを踏まえ、総務省において、次

期電波利用料額の算定の具体化方針を検討することとしている。  

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ 
  各年度におけるメーターの導入や通信設備の運用に係るコスト低減 
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 ③ 電力会社（送配電事業者）以外の主体によるスマートメーターの設置に関する検討 

      現在、電力会社と需要家の取引用に用いる電力量計は、約款（供給約款・託送約款）に基づき、電力会社の

送配電部門が設置している。需要家の選択肢及び新規参入者によるサービス提供範囲の拡大という観点から

は、電力会社（送配電事業者）以外の主体によるスマートメーターの設置のニーズがありうる。その際、実現に

当たっては、例えば以下のような課題について検討を進める必要がある。 

   ・計器の所有権や、計器代・工事費等の費用負担 

      ・セキュリティ確保 

      ・通信接続（電力事業者の通信ネットワークに与える影響等） 

      ・検満不遵守、不正計量、不具合発生等などの問題 

      ・電気の使用開始／廃止手続きや送配電会社の業務に与える影響 （引越しの際の計器の扱い等） 

      ・保安確保 

      ・システム対応等 

④ スマートメーターの導入・活用に関する消費者への啓発活動を行う一方で、スマートメーターの
導入を望まない需要家への対応については、海外事例も踏まえつつ、必要に応じて今後検討。 

 （３） 導入促進のための環境整備 

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ 
  電力会社だけでは導入が進まないのであれば、消費者がメーターを選べる制度を真剣に検討する価値がある。 
ただし、やろうとすれば、新たにルールを整備する必要がある。 

  海外の場合、スマートメーターの導入は、ほとんど配電会社。例外的に、イギリスは小売会社が設置することとなって 
おり、ドイツは設置主体（メーターオペレーター）を消費者が選択可能。 

  スマートメーターの導入加速化を妨げないためには、消費者への啓発活動が重要。 
  スマートメーターの設置を希望する需要家には必ず設置するとのことだが、設置を望まない需要家にはどのように対応
するのか。 



              

        
        
        
        

 （４） 活用促進のための環境整備 13 

【Ｂルート】  
 ○ 比較的円滑にリアルタイムの情報を取得することが可能。 

【Ａルート／Ｃルート】 
 ○ 電力等使用情報に料金情報や他のエネルギー情報等が付加

・加工された情報を需要家が取得することが可能 
 × 大量なトラフィックへ対応するために、通信網及びサーバー等

の情報通信設備への追加の投資を要することから、コストと効
果の兼ね合いもあり、提供には一定程度の時間を要する。 

いずれの方法においても、需要家が取得する 
電力等使用情報に差異はない。 

◆ 電力等使用情報の提供ルート及びタイミングについて、スマートメーター制度検討会報告書

（平成23年2月）においては、以下のように整理されている。 

ケース A．電力等の通信ネッ
トワーク、Web経由に
よる取得 

B．メーターから直接
取得 

Ｃ．第三者経由による
取得（電力会社等又は
メーターから第三者へ
情報提供） 

データ内容 ・電力使用量 
・逆潮流値（電力量） 
・時刻情報 
・料金情報 
・「見える化」等のた
めに加工された情報
（例：省エネ診断）等 

・電力使用量 
・逆潮流値（電力量） 
・時刻情報 

・電力使用量 
・逆潮流値（電力量） 
・時刻情報 
・料金情報 
・「見える化」等のた
めに加工された情報
（例：省エネ診断）等 

情報提供まで
の所要時間 

～１日後 リアルタイム リアルタイム～１日後 

＜各取得ルートで取り扱われる情報及び取得に係るタイムラグ＞ 
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◆ 「電力システム改革専門委員会報告書」（平成25年 

2月）では、個人情報保護に十分な配慮を行った上で、

電力使用に関する情報をはじめとする需要家情報の

活用を進めていくこととしている。 

◆ 電力システム改革小委員会・制度設計ＷＧ（平成25年

10月）では、右記の２つの観点が提示されている。 

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ 
① スイッチング手続きの効率化・簡素化（競争環境整備の一環としての需要家情報の活用） 
 スマートメーターが設置されることで、供給者変更や料金の精算もスムーズに行える。プロファイリングでロードカーブを推計してインバランス精

算を行う場合にも、ある程度のスマートメーターが設置されれば、サンプルとしては十分でかなり精緻なプロファイリングができる。このような、
ネットワーク部門でのメリットもある。 

 スマートメーターから得られる情報の取扱いにおいて、小売事業者間の競争や様々な新サービスの展開が 阻害されることのないような設計とす
べきではないか（電力の小売事業者が全国どこでもサービスを展開できる よう、例えば、提供される情報の内容、提供フォーマット、提供頻度を
ユースケース別に整理する等）。 

 イコールフッティングの観点では、全面自由化前からスマートメーターの情報を取り扱っている電力会社と新電力では、情報の非対称性があり、
相対的に電力会社が有利。電力会社は、スマートメーターから得られる情報を用いて、新しいメニューやビジネスモデルを先行開発できる。個人
情報保護に配慮しつつ、新電力が新たなサービスを行うのに必要なデータ提供の仕組みを作るべきではないか。 

 将来的には発送電分離が想定されており、ディマンドリスポンス、ネガワット取引の拡大や新しい電力会社の参入を考えると、データ管理を行う
ＭＤＭＳは、広域機関が管理すべきではないか。 

 スマートメーターテキサスのように、地域の小売事業者の一覧や料金メニューが見られて消費者が選べるようになっているなど、ワンストップの
仕組みを考えることも重要ではないか。 
 

②新しいビジネスの創出のための需要家情報の活用（スマートメーターから得られる情報の活用） 
 スマートメーターからはAルート・Bルートで同一の情報が提供されるということが確認されている。Bルートを通じて得られる情報を用いて課金を

行うことができるのか、方法論と可否について検討してほしい。 
 通信は２０年前に自由化し、料金メニューとサービスが発展した。自由化は単なる料金競争ではなく、利便性の向上という観点もある。Bルートか

ら得られる情報の取扱やサービスについて、是非議論していただきたい。 
 高圧のスマートメーターから今後提供されるであろうデジタルデータには、低圧と同様、時刻情報も必要。 
 高圧のスマートメーターに関する課題には優先的に取り組むべき。 
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 ① スイッチングの手続きの効率化・簡素化 （競争環境整備の一環としての需要家情報の活用） 

      ⇒  電力システム改革の詳細設計の中で検討。 
 ⇒  各電力会社におけるスマートメーター関連システムの構築においては、当該

検討結果を最小限のコストで速やかにとりこめるよう、システムの相互接続性
・柔軟な機能拡張性の確保に留意する必要。 

【参考】 電力システム改革小委員会 第３回制度設計ＷＧ 資料４－１ 
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 【Ｂルート】 

     

○ Bルートから得られる電力等使用情報を用いた取引・証明 
  ⇒ 計量法の検定を受けたメーターから得られるデジタルデータであることから、 
    当該データを用いて取引・証明を行うことに、計量法上の問題はない。 
     （Ａルートから得られる情報と差異はない） 
 

○ＨＥＭＳを通じて取得した電力利用データを利活用した新サービス及び新ビジネスの創出 
  ⇒ スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会において、体制を構築し検討。 

スマート 
メーター 需要家 

Ｂ 

 電力30分値(順･逆) 
 電流値、時刻情報等 

情報提供要請（随時） 

 ② 新しいビジネスの創出のための需要家情報の活用 （スマートメーターから得られる情報の活用） 

     
＜前回の検討会での論点・指摘事項＞ （再掲） 
 スマートメーターからはAルート・Bルートで同一の情報が提供されるということが確認されている。Bルートを通じて得られる情報を用いて

課金を行うことができるのか、方法論と可否について検討してほしい。 
 通信は２０年前に自由化し、料金メニューとサービスが発展した。自由化は単なる料金競争ではなく、利便性の向上という観点もある。 

Bルートから得られる情報の取扱やサービスについて、是非議論していただきたい。 



              

        
        
        
        

＜検討中の内容＞ 
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○高圧スマートメーターＢルートの標準化（デジタルI/F） 
 ⇒ スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会  
    スマートメーターＴＦのメンバーを中心に検討中。 
 ⇒ 実装の早期化の観点から、現有の高圧計器が保有 
    する計測諸量を電文で提供することを前提に、まずは、 
        提供するデータ項目、通信プロトコル、伝送メディアに 
        ついての検討を実務者レベルで実施中。 
 

 ■データ項目 ※現時点で高圧のスマートメーターＢルートから提供される項目は、現有の高圧計器の計測諸量等、以下の項目としては 

               どうか。ただし、電力量等については、電力会社等の料金算定用データと同じものとする。（網掛けは、低圧にはない項目）     

 ■通信プロトコル 

   公知メディアとの接続確認の進展、海外通信プロトコルとの比較検討や、技術情報のオープン性、相互接続の認証体制等を 

踏まえ、ECHONET-Lite仕様の採用可能性を最終検討中。なお、ネットワーク層についてはＩＰに準拠する。    

【今後】○Ａルート： 自動検針は、外付けの通信端末で対応 
    ○Ｂルート： 需要家にパルス・デジタルデータを提供 

要標準化 

Ａ 

Ｂ 

 ■伝送メディア 

  伝送メディア（物理層）は、公知で標準的なメディアを採用する。その上で、高圧スマートメーターの設置環境等も 

 踏まえつつ、有線や無線の中から、適切なメディアを（複数）選定し、リストとして公表してはどうか。    

⇒ 今後、ＢＥＭＳメーカー、利用者も含めてセキュリティ確保に向けた検討も必要。 

動作状態 電力区分 所有者区分 相線式設定状態 合成変成比 

合成変成比の倍率 計器認定番号 検定満了年月 積算電力量計測値 定時積算電力量計測値 

積算電力量有効桁数 積算電力量単位 積算電力量計測値履歴 積算履歴収集日 月間最大需要電力 

定時需要電力（３０分平
均電力） 

需要電力単位 定時積算無効電力量計測
値（遅れ） 

積算無効電力量（遅
れ）計測値履歴 

積算無効電力量単位 



              

        
        
        
        

 （４） 活用促進のための環境整備 18 

 【Ａルート／Ｃルート】 ○ 今後の検討の方向性 
  ⇒ 電力システム改革小委員会 詳細設計ＷＧに 
    おいては、下記のような方向性を提示。 

電力会社（送配電） 
スマート 
メーター 

Ａ 

Ｃ 

HEＳ 
停止･停解，契約変更 

検針値(30分値)等 

MDMS 

小売事業者 民間事業者 
（第三者） 

 ⇒ データの利活用のユースケースの整理等について、 
   スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会において、 
   体制を構築し検討。 

＜前回の検討会での論点・指摘事項＞（再掲） 

 スマートメーターから得られる情報の取扱いにおいて、小売事

業者間の競争や様々な新サービスの展開が 阻害されることの

ないような設計とすべきではないか。 

 イコールフッティングの観点では、全面自由化前からスマート

メーターの情報を取り扱っている電力会社と新電力では、情報

の非対称性があり、相対的に電力会社が有利。電力会社は、ス

マートメーターから得られる情報を用いて、新しいメニューやビ

ジネスモデルを先行開発できる。個人情報保護に配慮しつつ、

新電力が新たなサービスを行うのに必要なデータ提供の仕組

みを作るべきではないか。 

 スマートメーターテキサスのように、地域の小売事業者の一覧

や料金メニューが見られて消費者が選べるようになっているな

ど、ワンストップの仕組みを考えることも重要ではないか。 
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