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蓄積

・電力使用量 ・料金 ・契約種別
・お客様番号 ・氏名 ・住所 等
・他、プライバシーポリシーに基づき収集した

個人情報

データベース

民間企業等（第三者）

電気事業者

加工

電力会社のネットワーク

HGW

PV

ヒートポンプ
・燃料電池

蓄電池

エアコン

TVIHD

HEMS

PCS

PC

「見える化」

スマートメーター

・電力使用量

・逆潮流値
・料金情報 ・契約情報

・「見える化」等、サービスに
より
加工された情報

・機器制御信号 等

データベース

加工

②電力会社等

③第三者

①スマートメーター

④需要家

・電力使用量

・逆潮流値 B

メーターにより計測されたデータ 電力会社等により付加・加工されたデータ
機器制御信号 HEMSによるリアルタイム通信

メーターから直接データを取得

第三者経由で取得

C
蓄積

随時～1日後

～1日後

随時

随時

公衆通信ネットワーク

A

※上記情報の流れはガスも共通

電力等の通信ネットワーク、Web経由による取得

１．本ガイドラインの位置づけ 

引用：平成23年2月17日第10回スマートメーター制度検討会「スマートメーター制度検討会報告書」 

 スマートメーターBルートにおいてHEMSに対して電力等使用情報を提供することは、平成23年2月に取りまとめられたスマートメー
ター制度検討会「スマートメーター制度検討会報告書」に記載された「需要家による情報の自己コントロールを確保するという基
本的考え方に基づき、当該情報は電力会社等から需要家に対して適正に提供されるべきものであり、需要家が第三者への提供も含
めその利用を行うことができるものである」を実現するための施策である。 

 スマートメーターは、平成25年9月のスマートメーター制度検討会における「全ての電力会社は、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こと」との報告に基づき、設置される。 

 一方、HEMSは、需要家もしくはHEMS販売事業者が設置することとなるため、HEMSとスマートメーターとの接続に当たっては業種
を超えた連携が必要となる。 

 本ガイドラインは、上記主旨に従い、スマートメーターBルートの通信が適切に運用されるよう、Bルート開通・運用においてメー
ター側とHEMS側が共通で取り決めしておくべき事項を中心に記載したものである。 
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２．スマートメーターBルートからHEMSに提供される情報とコマンド一覧 

 スマートメーターBルートからお客様（需要家）へ提供されるデータは全てECHONET Lite低圧スマート電力量
メータクラスのプロパティにおいて定義される。(下記参照) 

 瞬時の定義は、お客様（需要家）が情報を取得したい時から遅滞無く当該情報が取得できることを指す。なお
、情報取得の遅延に関しては、その情報を活用したアプリケーション（サービス）が適切に利用可能でなけれ
ばならないが、通信がベストエフォートであることを前提とする。 

 「積算電力量（30分積算値）」「時刻情報」等に関しては電力会社等の料金算定用データと同じものとする。 
 （補足）Bルートから得られる電力等使用情報を用いた取引・証明に関しては、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）。【第14回スマートメ
ーター制度検討会(平成26年3月)確認事項】 

 お客様（需要家）は、Bルート経由で入手したデータを自己の責任で適切に管理することにより自由に利用でき
るものとする。 

エコーネット必須コマンド（スマートメーターBルート）一覧 HEMS-TF 

プロパティ一覧 EPC プロパティ一覧 EPC プロパティ一覧 EPC 

動作状態 0x80 状変ｱﾅｳﾝｽﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏｯﾌﾟ 0x9D 積算電力量計測値（逆方向） 0xE3 

設置場所 0x81 Setﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏｯﾌﾟ 0x9E 積算電力量計測値履歴（逆方向） 0xE4 

規格ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報 0x82 Getﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏｯﾌﾟ 0x9F 積算履歴収集日 0xE5 

異常発生状態 0x88 積算電力量有効桁数 0xD7 瞬時電力計測値 0xE7 

ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 0x8A 積算電力量計測値（正方向） 0xE0 瞬時電流計測値 0xE8 

現在時刻設定 0x97 積算電力量単位（正・逆方向） 0xE1 定時積算電力量（正方向） 0xEA 

現在年月日設定 0x98 積算電力量計測値履歴（正方向） 0xE2 定時積算電力量（逆方向） 0xEB 
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ﾚｲﾔ5~7 

ﾚｲﾔ4 

ﾚｲﾔ3 

ﾚｲﾔ2 

ﾚｲﾔ1 

IEEE 
802.15.4g/e 

IEEE 
802.15.4g 

IPv6 
 
 6LoWPAN 

UDP ( /TCP） 

ECHONET Lite 

920MHz帯 
無線機器 

IEEE 
802.11 b/g/n 

2.4GHz帯 
無線機器 

PLC 

6LoWPAN 

IEEE 1901 
ITU-T G.9972 

IEEE 802.15．1 

IEEE802.15．1 
（PAN） 

３．HEMSにおける公知な標準メディアプロトコルスタックの基本図 
  【スマートメーターBルート】 

メディア 

ネットワーク層 
(トランスポート
層) 

サービス 

ITU-T G.9903 

 公知で標準的なメディアは、平成24年12月のHEMSタスクフォースにより下記の４項目を基準に選定
された。 
 TTCホームネットワーク通信インタフェース実装ガイドライン及びARIB標準規格 
 実証結果(事業者及び地域実証等での検討結果) 
 エコーネットコンソーシアムにおけるECHONET Liteと当該メディアの互換性検討結果 
 当該メディアの認証体制の充実 
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 ４．スマートメーターBルートの通信方法選定 

スマートメーター設置者は、本ガイドラインで定める公知で標準的な通信方式※1よ
り、適切な※２通信方式を選択、その選定結果をお客様（需要家）へ知らせる。 
 
※１：平成25年5月のスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会にて決定した「HEMSにおける公知な標準メディアプロトコルスタックの基本図」を
参照 
※２：「 【参考】HEMSの普及に向けた関係事業者の対応について」 【平成25年5月8日 HEMS-TF決定事項】を参照 

  主方式 補完方式 

北海道電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

東北電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

東京電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

中部電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

北陸電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

関西電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

中国電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

四国電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

九州電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

沖縄電力 
920MHz帯無線 

（Ｗｉ-ＳＵＮ方式（ＩＰ）） 
PLC 

（Ｇ３－ＰＬＣ方式） 

各電力事業者の選定した通信方式（平成26年9月時点） 

※各電力事業者は原則「主方式」での設置を検討、環境条件等により設置が困難である場合に「補完方式」を選択。 6 



 電力スマートメーターに関する責任分界点について、「メーターのBルート向け通信装置を電力
会社が設置し、需要家側が通信の到達を確認」を原則とする。 

【スマートハウス標準化検討会「スマートハウス標準化検討会中間取りまとめ（平成24年2月公開）」より】 

 ５．スマートメーターとHEMSの責任分界点 

 スマートメーターBルートに関する責任分界点は、スマートメーターのBルート向け通信装置を電
力会社が設置し、お客様（需要家）側が通信の到達を確認とすることを原則とする。 

 相互接続を支援する目的で本ガイドラインにおいて参照すべき運用フローを示す。 
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責任分界点 

スマート 
メーター 

A B 

ＨＥＭＳ 

Ｂルート向け 
通信機器 



６．スマートメーターBルートの基本運用フロー 

スマートメーター 

有（Bルート通信機能有） 有（Bルート通信機能無） 無 

HEMS 
有 

開通フロー① 
開通フロー② 

 
 無 

【前提条件】 
Bルートの開通は電気需給契約が締結されていることが条件となる。 
本ガイドラインでは電気需給契約が締結されている前提でフローを記載する。 

※スマートメーター「無」のパターンは、スマートメーター設置者がお客様（需要
家）からの要請でスマートメーターの設置対応を実施する場合に限る。 

移転先 

同一電力エリア 他電力エリア 

HEMS 

HEMSを持って移転 移転フロー① 

HEMSを置いて移転 
（※賃貸住宅等を想定） 

移転フロー① 
※移転時はお客様（需要家）側にてHEMSに蓄積された各種データを消去することを推奨 

スマートメーター交換 

有 無 

HEMS交換 
有 

交換フロー① 
交換フロー② 

無 

■交換フロー 

■解約フロー 
Bルート接続を解約する場合は、どのような条件でも解約フロー①を実施する。 

■開通フロー 

■移転フロー 
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開通フロー① 

Bルート接続申込 

Bルート接続申込(代行) Bルート接続申込受付 

お客様確認 

※１ HEMS販売事業者がBルート申込・初期設定を実施（代行）する場合がある 
※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施 
※３ 電気需給契約者に直接通知 
※４ 管理責任はお客様（需要家）に帰属する 
※５ お客様（需要家）もしくはHEMS販売事業者がBﾙｰﾄ認証ID・パスワードをHEMS機器へ入力し、接続状態を確認 

Bルート接続設定 

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード受領 

スマートメーター ～ HEMS間の接続確立 

スマート 
メーター 

お客様(需要家) 

HEMS設置 

運用開始 

スマートメーター 
設置者 

HEMS販売 
事業者 

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード通知 

※２ 

※３ 

※４ 

※５ 

※１ 

処理順序が 逆
でも問題なし 

HEMS 
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開通フロー② 

Bルート接続申込 

Bルート接続申込(代行) 

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード受領 

スマートメーター ～ HEMS間の接続確立 

スマート 
メーター 

HEMS設置 

運用開始 

HEMS販売 
事業者 

※４ 

※５ 

※１ 

処理順序が 逆
でも問題なし 

※１ HEMS販売事業者がBルート申込・初期設定を実施（代行）する場合がある 
※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施 
※３ 電気需給契約者に直接通知 
※４ 管理責任はお客様（需要家）に帰属する 
※５ お客様（需要家）もしくはHEMS販売事業者がBﾙｰﾄ認証ID・パスワードをHEMS機器へ入力し、接続状態を確認 

HEMS 

Bルート設置（スマートメーター） 

Bルート接続申込受付 

お客様確認 

Bルート接続設定 

Bﾙｰﾄ認証ID・パスワード通知 

※２ 

※３ 

お客様(需要家) 
スマートメーター 

設置者 
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７．Bルート認証IDの定義 

 Bルート認証IDは、お客様（需要家）のスマートメーターＢルート利用に当たって、電力会社
等メーター設置者においてお客様（需要家）の確認、識別を行うために用いられるものであ
り、代表的な使い方は以下の通り。 

 お客様（需要家）側は、HEMSにBルート認証IDとパスワードを入力することで正しい
お客様（需要家）であることがスマートメーター側で証明されるとデータ通信が開
始される。 

 Bルート認証IDについては、お客様（需要家）が引越等で利用電力会社等変更する場
合でも混乱をきたさないことを目的に全ての電力会社等メーター設置者が同一の
フォーマットを採用する。 

0 0 
 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－  －  －   

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 29 30 31 32 

■Bルート認証ID：16進数[０～９、Ａ～Ｆ] 32桁 

3～８桁目：エコーネットコンソーシアム会員メーカーコード 

9桁目以降：自由領域 
8桁目迄：スマートメーター設置  
      事業者特定領域 

 

－ 

 

－ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

■パスワード：英数字［大文字・小文字区別なし］ 12桁 
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８．スマートメーター～HEMS間の接続エラー時の対応 

対応順 項目 内容 対応策 問合せ先 

１ 入力間違い スマートメーターと通信できているが、
認証エラーが発生 

入力内容（Bルート認証ID/パスワード）の確認が
必要 

HEMS販売事業者 
※相互接続不良における要因の多くは
IDやパスワードの入力を間違い 

２ 信号未受信 
（未受信） 

スマートメーターからの応答なし HEMS設置場所の変更等の対応が必要 HEMS販売事業者 

３ 信号未受信 
（未受信） 

スマートメーターからの応答なし スマートメーターの正常性の確認・Ｂルート通信方式
の変更等が必要 

スマートメーター設置者 

• 平成24年12月のスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会HEMS-TFにおける決定事項「スマートメーター設置に係る
設置側の対応について」に従い、スマートメーターからＢルート情報が宅内までベストエフォートにて送信され、スマー
トメーターとＨＥＭＳの接続に当たりお客様（需要家）が電気工事や過剰な配線等を行う必要が無い環境を整備するもの
とする。 

• スマートメーターとHEMSの責任分界点に基づき、接続エラー時はお客様（需要家）側が通信の到達を確認とすることが原
則となる。 

12 

■推奨されるHEMSの設置場所 
○920MHz帯無線方式「Ｗｉ-ＳＵＮ方式」 

 電力メーターからの距離が近く、壁等の遮蔽物が少ない場所（部
屋）への設置が望ましい。 

• 電力メーターとHEMSの距離が離れたり、間に遮蔽物があると、
信号は減衰する場合がある。 

• 金属や断熱材の遮蔽物は減衰が大きい場合がある。 

 HEMS設置場所において電波強度を測定した場合、Wi-SUN 
Allianceが定める受信感度である-88dBm以上の通信強度が確保
されることが求められる。お客様(需要家)側は、HEMS設置場所を

メーター設置場所との関係からより強い電波強度が得られる場所
に設置することを推奨する。 

○ G3-PLC方式 

  PLC通信の障害要因は、主に伝送距離による信号の減衰や

他の電気機器からの電磁的ノイズ等がある。安定的な通信を
確保するためには、メーターから送信される信号を分電盤で測
定した場合に－20dBm程度が有ることが推奨される。お客様
(需要家)側は、HEMSコントローラー側を接続する際、テーブル

タップ等の使用は避け、壁コンセント等に直接接続することを
推奨する。また、ＩＨ製品（クッキングヒーター、炊飯器等）、電子
レンジ等の電力使用量の大きな電気機器が接続されたコンセ
ントや、その近くのコンセント等への接続を避けることを推奨す
る。 



 参考：HEMSの普及に向けた関係事業者の対応について 

 HEMSは、エネルギーマネジメント等を通じた省エネ促進や、周辺サービスを含む新ビジネスを創出する上で必要
不可欠な機器であり、国策として官民一体となって普及促進に努めるべきである。 

 一方、HEMSを本格的に普及させるためには、消費者が、HEMS導入によって利便性、快適性等が向上することを
実感し、また、HEMS導入に係る負担から解放される必要がある。これを実現するため、関係者は以下に取り組む
こととする。 

【機器メーカー】 
 HEMSに関する一層のコスト削減に努める。特に、スマートメーター設置後は、電力量等の測定に関する工事負担

が大幅に削減されることが期待されることから、HEMS導入の際に消費者がコストを負担と感じない水準まで低減
する。 

 HEMSに接続可能なECHONET Lite対応の製品の販売を早期に開始する。具体的には、本年夏までに、エアコン、照
明等においてECHONET Lite対応の製品の販売を開始するとともに、本年冬までに、全ての重点機器でECHONET 
Lite対応が標準装備となるよう準備を進める。  

【電力会社】 
 スマートメーターを設置する電力会社は、HEMSを導入する消費者が、スマートメーターBルートの接続に関して

負担や煩わしさを感じないよう、迅速な接続を可能とするための措置をとる。具体的には、ＨＥＭＳ普及過渡期
における電力会社の対応コストの適切性を考慮して、①または②の措置により全てのスマートメーターについて
Ｂルート対応を実現する。 

   ①設置するスマートメーターにあらかじめBルート通信機能を装備する。 
   ②スマートメーターとのBルート接続を希望する消費者が、パスワード発行等の所要の手続きを行う期間を利

用し、Bルート通信機能を装備する。この際、現在行われている、時間帯別料金への契約変更等の際のメーター
交換等と同等の水準の迅速さで対応する。   

【HEMS関連サービス事業者】 
 アグリゲーター等は、エネルギーマネジメントサービスの低コスト化、質の向上に努める。 
 また、消費者に対する魅力を向上させるため、エネルギーマネジメントサービスに留まらず、HEMSから得られる

データを活用した様々な新サービスの創出に努める。この際、柔軟な発想を持つベンチャー企業等の知恵を活用
するよう努める。  

                        【平成25年5月8日 HEMS-TF決定事項】 
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９．ネットワーク構成に関する基本要件 

 HEMSサービスの制御の流れを念頭に置くと、HEMS機器と、HEMS-TFが定める重点8機種を中
心とした宅内機器との関係はHEMS機器側で統一的にコントロールすべきである。 

 また、セキュリティ要件や将来性を考慮して、以下の３つの基本要件を設定する。 

1. IPv6を利用する 

2. Bルートから他のドメインへIPルーティングで接続することは行わない 

3. スマートメーターとHEMSコントローラは１対１の接続形態とする 

PC・Tablet 

機器 

レガシー 
システム 

機器 

Aルート 

電力 
会社 

Bルート 

HEMS 
コントローラ 

PC Tablet 

BBR 

サーバー 

インターネット 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

HAN 

Bルート 

Aルート 

スマート 
メーター 

※HEMS コントローラー機能とBBR機器が一体型機器として提供されることもあり得る 
※BBR:ブロードバンドルーター 
※HAN：Home Area Network 
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１０．セキュリティの基本要件 

 
 
 

 スマートメーターBルートの開通においては、システム面、保守運用面において十分なセキュリ
ティ強度を有するべきである。以下6項目によりセキュリティを担保する。 
1. Bルート(宅内側)とAルート(AMI側)は、アイソレーションされた設計とする(図１)。アイソレーションの定義は、IP

パケットの転送機能は持たせず、ネットワークドメインを分離することを意味する。 
2. スマートメーターとHEMSコントローラは１対１の接続形態とする。 
3. 公知な標準メディアが相互接続確認をサポートしている認証・暗号方式と組合せて適切なセキュリティを実施す

る。 
4. レイヤー２以下での暗号化処理は必須。暗号化処理方式はAES-128など、NIST等の公的な機関により長期に亘り十

分な強度を有すると判断されるものを採用する。 
5. Bルートから他のドメインへIPルーティングで接続することは行わない。 
6. 悪意のあるIPパケット（コマンド）が宅内側から到達することを防ぐことを目的にECHONET Liteの対応コマンド

を限定する。 

スマート 
メーター 

HEMS 

１：１通信を確保 

レイヤー５～７ 

レイヤー４ 

レイヤー３ 

レイヤー２ 

レイヤー１ 

公知な標準メディアが相互接続確認をサポートしている認証・
暗号方式と組合せて適切なセキュリティを実施する 

レイヤー５～７ 

レイヤー４ 

レイヤー３ 

レイヤー２ 

レイヤー１ 

計量データ 
 

Ａ Ｂ 

HEMS 
（HGW） 

スマートメーター 

IPパケットの転送機能は持たない 

図1 15 



１１．スマートメーターBルートにおける通信頻度 

 お客様（需要家）が情報を必要な時に入手できることを基本とする。但し、スマートメー
ターとHEMS間の通信はベストエフォートであり、一定の遅延は発生することを前提とする。 

 通信負担を軽減する目的から、１つのパケットで複数のコマンド処理が可能なマルチゲット
コマンド(エコーネットコンソーシアムが定義）などの実装が推奨される。 

 1つのオブジェクトに対し、同時に複数のプロパティを操作することが可能。 

 処理を要求されたプロパティの中に、処理できないものが存在する場合、処理可能なもののみを
処理する。 

 例えば、HEMSコントローラは、スマートメーターより、1回の状態取得要求で、「積算電力量計
測値」、「瞬時電力計測値」、「瞬時電流計測値」などの複数の値を取得することが可能。 

EHD1 EDATA 

… 

ヘッダ 

機器種別 サービス 
 - 制御 
 - 状態参照 etc. 

EPC：サービス対象機能 
EDT：設定値（状態値） 

TID EHD2 

SEOJ DEOJ ESV OPC EPC 1 PDC 1 EDT 1 EPC n PDC n EDT n 

必要な数を繰り返し 

操作するプロパティの数 
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１２．認証に関する仕組み 

機器 

レガシー 
システム 

機器 

Aルート 

電力 
会社 

Bルート 

HEMS 
コントローラ 

PC Tablet 

BBR 

サーバー 

インターネット 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

HAN 

Bルート 

Aルート 

スマート 
メーター 

※HEMS コントローラー機能とBBR機器が一体型機器として提供されることもあり得る 

認証の範囲 
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 セキュリティ及び相互接続性の担保を目的にスマートメーターBルート及びHEMSコントローラー共に、３つの第三者認証（ 公知な標準メディアと
して指定されたメディア部分の認証、ECHONET Lite認証、SMA認証）の取得を必須とする。 
 スマートメーターとHEMSの間の機器接続認証は、 ECHONET Lite認証に加えて、本ガイドラインを踏まえた認証仕様書を満たすSMA

認証を第三者認証機関（神奈川工科大学HEMS認証支援センターが初のエコーネットコンソーシアムによる認定先）で実施する。【スマー
トハウス・ビル標準・事業促進検討会(平成25年5月)決定事項】 

 Bルートのセキュリティ課題（仕様及び運用等）は、必要に応じてスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会及びBルートコマンド仕様を管理す
るエコーネットコンソーシアムに通信セキュリティを議論する会議体を編成する（会議体の詳細については引き続き検討を行う）。 
 Bルートの運用に関してセキュリティ上の脅威を検知した場合、メータ及びHEMSの運用に責任を持つ者は、上記会議体と協議・連携し、

必要な対策（Bルートの利用停止やファームウェアアップデートの実施など）を実施できるものとする。 
 これら事項は、第14回スマートメーター制度検討会(平成26年3月開催)における報告事項である。 

PC・Tablet 



■SMA認証取得済み機器をエコーネットコンソーシアムのホームページに掲載 
URL： http://www.echonet.gr.jp/kikaku_ninsyo/list_sma/equip_srch 

１３．認証取得済みHEMS機器について 

検索機能 

機器のリスト 
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EMS-スマートメーターBルート 

(高圧スマート電力量メータ) 

運用ガイドライン［第1.0版］（抜粋） 

 

 
平成26年12月1日 

ＪＳＣＡスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会 

第６回スマートハウス・ビル 
標準・事業促進検討会 資料抜粋 
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9

蓄積

・電力使用量 ・料金 ・契約種別
・お客様番号 ・氏名 ・住所 等
・他、プライバシーポリシーに基づき収集した

個人情報

データベース

民間企業等（第三者）

電気事業者

加工

電力会社のネットワーク

HGW

PV

ヒートポンプ
・燃料電池

蓄電池

エアコン

TVIHD

HEMS

PCS

PC

「見える化」

スマートメーター

・電力使用量

・逆潮流値
・料金情報 ・契約情報

・「見える化」等、サービスに
より
加工された情報

・機器制御信号 等

データベース

加工

②電力会社等

③第三者

①スマートメーター

④需要家

・電力使用量

・逆潮流値 B

メーターにより計測されたデータ 電力会社等により付加・加工されたデータ
機器制御信号 HEMSによるリアルタイム通信

メーターから直接データを取得

第三者経由で取得

C
蓄積

随時～1日後

～1日後

随時

随時

公衆通信ネットワーク

A

※上記情報の流れはガスも共通

電力等の通信ネットワーク、Web経由による取得

１．本ガイドラインの位置づけ 

引用：平成23年2月17日第10回スマートメーター制度検討会「スマートメーター制度検討会報告書」 

 スマートメーターBルートにおいてEMSに対して電力等使用情報を提供することは、平成23年2月にとりまとめられたスマートメー
ター制度検討会「スマートメーター制度検討会報告書」に記載された「需要家による情報の自己コントロールを確保するという基
本的考え方に基づき、当該情報は電力会社等から需要家に対して適正に提供されるべきものであり、需要家が第三者への提供も含
めその利用を行うことができるものである」を実現するための施策である。 

 スマートメーターは、平成25年9月のスマートメーター制度検討会における「全ての電力会社は、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こと」との報告に基づき、設置される。 

 EMSは、需要家もしくはEMS販売事業者が設置することとなるため、業種を超えた連携が必要となる。 
 本ガイドラインは、上記主旨に従い、スマートメーターBルートの通信が適切に運用されるよう、Bルート開通・運用においてメー

ター側とEMS側が共通で取り決めしておくべき事項を中心に記載したものである。 
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２．スマートメーターBルートからEMSに提供される情報 

 本ガイドラインでは、電気契約に基づく取引量を計測している高圧計器（高圧スマートメーター
）を対象とする。 

 スマートメーターBルートからお客様（需要家）へ提供されるデータは、高圧計器が保有する場合
と通信端末が保有する場合が存在するが、お客様（需要家）側へは、一元的に 通信端末から、デ
ータ保有場所の違いに依らず、遅延なく提供することとする。なお、情報取得の遅延に関しては
、その情報を活用したアプリケーション（サービス）が適切に利用可能でなければならないが、
通信がベストエフォートであることを前提とする。 

 

 早期実装を重視する観点から、提供する計器の計測諸量については、現行仕様の計器が保有する
データをBルート提供対象項目とする。また、電力量等のBルート提供対象項目のうち、取引に用
いられる項目の情報については、電力会社等と同じく取引証明に使用できるものとする。 

（補足）Bルートから得られる電力等使用情報を用いた取引・証明に関しては、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）。 
【第14回スマートメーター制度検討会(平成26年3月)確認事項】 

 

 提供されるデータは全てECHONET Lite高圧スマート電力量メータクラスのプロパティにおいて定
義される。(次頁参照) 

 

 お客様（需要家）は、Bルート経由で入手したデータを自己の責任で適切に管理することにより自
由に利用できるものとする。 
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ECHONET Lite高圧スマート電力量メータクラスのプロパティ一覧 

プロパティ名 EPC プロパティ名 EPC プロパティ名 EPC 

動作状態 0x80 係数 0xD3 累積最大需要電力 0xC2 

設置場所 0x81 係数の倍率 0xD4 定時需要電力（30分平均電力） 0xC3 

規格Version情報 0x82 確定日 0xE0 需要電力有効桁数 0xC4 

異常発生状態 0x88 積算履歴収集日 0xE1 需要電力単位 0xC5 

メーカコード 0x8A 積算有効電力量計測値 0xE2 需要電力計測値履歴 0xC6 

製造番号 0x8D 定時積算有効電力量計測値 0xE3 累積最大需要電力単位 0xC7 

現在時刻設定 0x97 力測積算有効電力量計測値 0xE4 力測積算無効電力量（遅れ）計測値 0xCA 

現在年月日設定 0x98 積算有効電力量有効桁数 0xE5 定時力測積算無効電力量（遅れ）計測値 0xCB 

状変アナウンスプロパティ 0x9D 積算有効電力量単位 0xE6 力測積算無効電力量（遅れ）有効桁数 0xCC 

Setプロパティマップ 0x9E 積算有効電力量計測値履歴 0xE7 力測積算無効電力量（遅れ）単位 0xCD 

Getプロパティマップ 0x9F 月間最大需要電力 0xC1 力測積算無効電力量（遅れ）計測値履歴 0xCE 

アクセスルール「Get」で“必須（下線付き）”および“オプション”に該当するプロパティ。 
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 スマートメーターBルートに関する責任分界点は、高圧スマートメーターを電力会社が設置し、
お客様（需要家）側が通信の到達を確認とすることを原則とする。 

 

３．スマートメーターとEMSの責任分界点 

Ａルート 
EMS 

コントローラ 

EMS 

お客様（需要家）設備 電力会社設備 

Ｂルート 

責任分界点 

高圧 
スマート 
メーター 

Ｂルート向け 
通信ポート 
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４．スマートメーターBルートの基本運用フロー 

スマートメーター 

有（Bルート通信機能有） 有（Bルート通信機能無） 無 

EMS 
有 

開通フロー① 
開通フロー② 

※スマートメーター「無」のパターンは、スマートメーター設置者がお客様（需要
家）からの要請でスマートメーターの設置対応を実施する場合に限る。 無 

 相互接続を支援する目的で本ガイドラインにおいて参照すべき運用フローを示す。 

【前提条件】 

  Bルートの開通は電気需給契約が締結されていることが条件となる。 

  本ガイドラインでは電気需給契約が締結されている前提でフローを記載する。 

■解約フロー 
  Bルート接続を解約する場合は、どのような条件でも解約フロー①を実施する。 

■開通フロー 

■交換フロー 
  スマートメーターを交換する場合は、どのような条件でも交換フロー①を実施する。 
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開通フロー① 

スマート 
メーター 

Bルート接続申込 

Bルート接続申込(代行) Bルート接続申込受付 

お客様確認 

※１ EMS販売事業者がBルート申込・初期設定を実施（代行）する場合がある 
※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施 
※３ お客様（需要家）もしくはEMS販売事業者が接続状態を確認 

Bルート接続設定 

スマートメーター ～ EMS間の接続確立 

お客様(需要家) 

EMS設置 

運用開始 

スマートメーター 
設置者 

EMS販売 
事業者 

※２ 

※３ 

※１ 

処理順序が 
逆でも問題なし 

EMS 
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開通フロー② 

スマート 
メーター 

Bルート接続申込 

Bルート接続申込(代行) 

スマートメーター ～ EMS間の接続確立 

EMS設置 

運用開始 

※３ 

処理順序が 
逆でも問題なし 

※１ EMS販売事業者がBルート申込・初期設定を実施（代行）する場合がある 
※２ 電気需給契約に基づくお客様確認を実施 
※３ お客様（需要家）もしくはEMS販売事業者が接続状態を確認 

Bルート設置（ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置） 

Bルート接続申込受付 

お客様確認 

Bルート接続設定 

※２ 

スマートメーター 
設置者 

EMS販売 
事業者 

※１ 

EMS 

お客様(需要家) 
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５．ネットワーク構成に関する基本要件 

 通信プロトコルにはECHONET Liteを採用し、ネットワーク層についてはIP準拠とする。さらに、
通信メディアは公知で標準なメディアを利用することとし、イーサネットを必須とする。 

 ネットワークの構成は、以下の4点を基本的な要件とする 

1. BルートのネットワークはEMSのネットワークと共用することができる。 

2. Bルートの通信プロトコルはIPv6を利用する。 

3. 2台以上のスマートメーターが存在する場合、複数のBルートが共存するケースを考慮する。 

4. Bルートから他のドメインへIPルーティングで接続することは行わない。 

Ａルート 
需要家LAN 

EMS 

EMS 
コントローラ 

高圧 
スマート 
メーター 

高圧 
スマート 
メーター 
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 高圧スマートメーターＢルートにおける以下の前提・特徴を踏まえたセキュリティとする。 

1.高圧スマートメーターやEMS等は第三者が容易にアクセスできないお客様(需要家)構内に設置される 

2. EMS等のお客様(需要家)設備にかかるセキュリティはお客様(需要家)側で確保する 

3.Ｂルートの通信メディアは有線(イーサネット)で、お客様(需要家)がイーサネットケーブルを敷設する 

4.高圧スマートメーターを電力会社が設置し、お客様(需要家)側が通信の到達を確認する 

Ａルート 
EMS 

コントローラ 

EMS 

お客様（需要家）設備 電力会社設備 

4.責任分界点 

2.お客様(需要家)でセキュリティ確保 

1.構内に設備を設置 

Ｂルート 

3.有線 (イーサネット) お客様(需要家)構内 

６．セキュリティの基本要件①：前提条件 

高圧 
スマート 
メーター 
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６．セキュリティの基本要件②：セキュリティ要件 

 スマートメーターBルートにおいては、以下の3項目によりセキュリティを担保する。 

1. AルートとBルートはアイソレーションされた設計とする。アイソレーションの定義は、IPパ
ケットの転送機能は持たせず、ネットワークドメインを分離することとする。 

2. 悪意のあるIPパケット（コマンド）がお客様（需要家）側から到達することを防ぐことを目
的にEchonet Liteの対応コマンドを限定する。 

3. EMSネットワークにおいて、Bルートから他のドメインへIPルーティングで接続することは行
わない。但し、BルートとEMSのネットワークは共用できることとしているため、Bルートド
メインとEMSネットワーク内の他のドメイン間のルーティング等については、お客様（需要
家）の責任の範囲内で行うことができる。 

 スマートメーターBルートは有線接続のため、侵入、盗聴及びDoS攻撃等のクラッカー対策はお
客様（需要家）にて実施する。 

計量データ 
 

Ａ Ｂ 

EMS 
コントローラ 

高圧スマートメーター 

IPパケットの転送機能は持たない 

【アイソレーションの概念】 
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７．スマートメーターBルートにおける通信頻度 

 お客様（需要家）が情報を必要な時に入手できることを基本とする。但し、スマートメーター
とEMS間の通信はベストエフォートであり、一定の遅延は発生することを前提とする。 

 通信負担を軽減する目的から、１つのパケットで複数のコマンド処理が可能なマルチゲットコ
マンド（エコーネットコンソーシアムが定義）などの実装が推奨される。 

• 1つのオブジェクトに対し、同時に複数のプロパティを操作することが可能。 

• 処理を要求されたプロパティの中に処理できないものが存在する場合、処理可能なもののみを処理する。 

• 例えば、EMSコントローラは1回の状態取得要求で、スマートメーターから「定時積算有効電力量計測
値」「定時需要電力」など複数の値を取得することが可能。 

EHD1 EDATA 

… 

ヘッダ 

機器種別 サービス 
 - 制御 
 - 状態参照 etc. 

EPC：サービス対象機能 
EDT：設定値（状態値） 

TID EHD2 

SEOJ DEOJ ESV OPC EPC 1 PDC 1 EDT 1 EPC n PDC n EDT n 

必要な数を繰り返し 

操作するプロパティの数 
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８．認証に関する仕組み 

 セキュリティ及び相互接続性の担保を目的にスマートメーターBルート及びEMSコントローラ共に、
２つの第三者認証（ECHONET Lite認証、SMA認証）の取得を必須とする。 

• スマートメーターとEMS間の機器接続認証は、ECHONET Lite認証に加えて、本ガイドラインを踏まえた認証
仕様書を満たすSMA認証を第三者認証機関で実施する。 

 Bルートのセキュリティ課題（仕様及び運用等）は、必要に応じてスマートハウス・ビル標準・事
業促進検討会及びBルートコマンド仕様を管理するエコーネットコンソーシアムに通信セキュリ
ティを議論する会議体を編成する（詳細については引き続き検討を行う）。 

• Bルートの運用に関してセキュリティ上の脅威を検知した場合、メータ及びEMSの運用に責任を持つ者は、上記会議体と協議・
連携し、必要な対策（Bルートの利用停止やファームウェアアップデートの実施など）を実施できるものとする。 

認証の範囲 

機器 

Aルート 
電力 
会社 

EMS 
コントローラ 

サーバー 

インターネット 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

HUB 
 
 

機器 

Bルート 

高圧 
スマート 
メーター 

Bルート 

BBR 

※EMS コントローラ機能とBBR機器が一体型機器として提供されることもあり得る 
※BBR:ブロードバンドルーター 

需要家LAN 

Aルート 
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 SMA認証取得済み機器をエコーネットコンソーシアムのホームページに掲載 

URL： http://www.echonet.gr.jp/kikaku_ninsyo/list_sma/equip_srch 

９．認証取得済みEMS機器 

検索機能 

機器のリスト 

http://www.echonet.gr.jp/kikaku_ninsyo/list_sma/equip_srch
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