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１. イギリスにおける電気計量制度の詳細
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1.1 制度の全体像
1.1.1 制度変遷

○ イギリスでは、EU指令である「2014年改正計量器指令(MID: Measuring Instruments 
Directive)(Directive 2014/32/EC)*1」にて規定される要件を国内法化した「2016年計量器
規則(Measuring Instruments Regulations SI 2016/1153)」により、上市される電気計量器
の規制を実施している*2。
⇒2014年改正MIDにおける承認を受けた計量器は、適合性評価手順に合格し、 MIDマーキングを取得する
ことにより、EU加盟国における利用が可能となる。

○ ただし、2014年改正MIDを国内法化するにあたり、以下の電気計量器には2014年改正MIDに
おける要件が適用されない*3 。
✓ 最大電力供給量が1時間あたり100kWhを超える場合
✓ 計量器が半時間単位で測定を行う場合

(出所) イギリス政府Webサイト <https://www.gov.uk/guidance/mid-approved-gas-and-electricity-meters>

1 イギリス

*1 正式名称: Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of 
the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast) Text with EEA 
relevance
*2 2006年10月以前に関しては、イギリス国内で上市される電気計量器に対して、1989年電力法(Electricity Act 1989)における要件のみ
が規定されていた。2014年改正MIDの前法である2004年MIDの施行に伴い、2006年10月以降、イギリスにおいて電気計量器に求められる
要件は、EUレベルのものと調和が図られるようになった。(なお2006年10月30日以前にイギリス国内にて承認され、2016年10月30日以前
に稼動していた電気計量器は、1989年電力法のサービス要件を満たす場合に限り、稼動を継続することができる。)
*3 2014年改正MIDの適用範囲外となる電気計量器は、ELEXON社が管理する需給調整・精算コード(BSC: Balancing and Settlement 
Code) の追加要件も満たさなければならないため、国内法に基づき製品安全・標準局(OPS&S)の承認を受けることが求められる。
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1.1 制度の全体像
参考: MIDの概要(1/2)

1 イギリス

○ EU指令であるMIDは、製造業者、ひいては欧州全域の消費者の利益のために、計量器に関する
単一市場を構築することを目的としている。

参考: MIDに基づく承認プロセス、検証、マーキング等

(承認プロセス(approval process))
➢電気計量器は、各加盟国が指名した公認機関(notified body)によって承認される。製造業者は、EU加盟国の

いかなる公認機関からでも承認を受けることが出来る。
➢承認にあたり利用可能な適合性評価(後述)のオプションは複数存在しており、製造業者は自由に選択できる。

電気計量器のオプションは以下の通り。
• B+D (例：形式審査、生産プロセスの品質保証)
• B+F (例：形式検定、製品検証)
• H1 (例： 設計審査を加えた完全な品質保証)

(電力メーターの 検証・認証(Certification))
➢イギリス国内法に基づき承認された計量器とは異なり、 MIDでは、認証 (Certification)は独立した手続きと

みなされておらず、 承認及び認証が併せて実施される。

(マーキング)
➢製品安全・標準局(OPS&S: Office for Product Safety and Standards)は、指名された公認機関が発行した

承認証明書(approval certificates)を公表する。
➢MIDに基づき承認した電気計量器は、MIDで要求する特定のマーキング (CEマーキング、MIDマーキング、製

造年、及び計量器の承認、検証した公認機関を識別するコード)で識別可能である。

(形式承認証明書の発行機関)
➢イギリスでは、MIDの下、電気計量器の公認機関として、 SGS(UK)Ltd.、 BSI、 TUV SUD BABTが存在し

ている。

(出所) イギリス政府Webサイト<https://www.gov.uk/guidance/mid-approved-gas-and-electricity-meters>
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1.1 制度の全体像
参考: MIDの概要(2/2)

1 イギリス

○ 2014年改正MIDでは、「附則1 必須要件」において特定計量器全般の必須要件が規定されて
おり、また「附則5 有効電力メーター」では電気計量器に関して、精度や許容誤差、適合性等
の詳細が規定されている。

第1章 総則（第1～7条）

第2章 経済的運用者の義務（第8～13条）

第3章 計量器の適合性（第14～22条）

第4章 適合性評価機関への通知（第23～40条）

第5章 連合市場の監視、連合市場に流入する計量器の制御、
保護手順（第41～45条）

第6章 委員会と委任された行為（第46～48条）

第7章 経過措置及び最終規定（第49～53条）

附則1  必須要件
（中略）
附則5  有効電力メーター（MI-003）
（中略）

Annex Ⅰ 必須要件
1. 許容誤差
2. 再現性（Reproducibility）
3. 反復性（Repeatability）
4. 識別及び感度
5. 強度
6. 信頼性
7. 適合性
8. 破損からの保護
9. 表記すべき情報
10. 結果の表示
11. 取引を完了するためのデータのさらなる加工
12. 適合性評価

2014年改正MIDの構成

Annex V 有効電力メーター
1. 精度
2. 定格動作条件
3. 許容誤差
4. 外乱の許容効果
5. 適合性
6. 単位
7. 使用開始
8. 適合性評価
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1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制

○ 「1985年計量法(the Weights and  Measurements Act 1985)」の下に、2014年改正MIDを
国内法化した「2016年計量器規則(the Measuring Instruments Regulations 2016)」が規
定されており、計量器に特化した技術的要件を定めている。

○ イギリスの計量関連政策は、ビジネス・エネルギー・産業省(BEIS)*1の下に設置された製品安
全・標準局(OPS&S) *2が中心的な役割を果たしている。

1985年計量法(the Weights and  
Measurements Act 1985)

• 計量・計量器全般に関する主要な法令
• 公的機関が用いる計量器についても規定

2016年計量器規則
(the Measuring Instruments 

Regulations 2016)

• 計量器に特化した規則
• 計量に関する技術要件を詳述

1 イギリス

*1 2016年7月より現名称。ビジネス・イノベーション・技能省(BIS)がエネルギー・気候変動省(DECC)と統合することにより成立
*2 2018年2月より現名称。 NMO (National Measurement)、 NMRO(National Measurement and Regulation Office)、更には
Regulatory Delivery directorateへの組織変更を経て現組織となった

2014年改正MID
(Directive 2014/32/EU)

計量法に基づく規制体系
(出所)MURC作成

EUレベルの規制

イギリス国内法・規則

(出所) 1985年計量法< https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/72 >、 2016年計量器規則< http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1153/contents/made >
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1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(1985年計量法)

○ 「1985年計量法」は、電力を含む計量制度・計量器全般に関する法令であり、単位の定義や
公的機関が用いる計量器等について規定している。

○ 同法「第2章 取引のため重量器と計量器」では、取引目的の重量器・計量器に関する規定が
されている。具体的には検証に合格したうえで、合格したことを示す刻印が必要であるとされ
ている。

1 イギリス

(出所) 1985年計量法< https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/72 >

1985年計量法の構成

第1章 計量の単位と基準（第1～6条）

第2章 取引のため重量器と計量器（第7～17条）
総則（第7～10条）
取引に使用する重量器と計量器（第11～14条）
雑則（第15～17条）

第3章 公共の重量器と計量器(第18～20条）

第4章 物品取引の規制（第21～46条）
特定の物品の取引（第21～25）
書面で述べられる数量（第26～27条）
一般的な違反（第28～32条）
弁護（第33～37条）
検査員の権限（第38～40条）
雑則及び補足（第41～46条）

第5章 包装品（第47～68条）
第6章 管理（第69～78条）
第7章 総則（第79～99条）

附則1～13
(…省略…)

取引に使用する重量器と計量器
11. 検査官が合格とし、刻印された機器
11A. 製造機器の検証を実施する主体の承認
11B. 公式のEEA試験者による試験
12. 機器の承認パターン
13. 機器の承認パターンに関連する違反
14. 機器の一般仕様
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前文

第1編 導入(第1条～5条)

第2編 規制対象となる計量器 - 経済的運用者の義務(第6条～33
条)

第1章 製造業者及び製造業者として扱われる主体の義務(第6～
15条)

第2章 輸入事業者の義務(第16～25条)
第3章 配送事業者の義務(第26～32条)
第4章 経済的運用者の義務(第33条)

第3編 規定外の計量器(第34～第35条)

第4編 計量器の適合性(第36～52条)
第1章 必須要件の遵守規定 (第36～42条)
第2章 適合性評価の目的のために必要とされる技術的文章に係

る要件(第43～45条)
第3章 EUの適合性宣言に係る要件 (第46～49条)
第4章 適合性マーキング(第50～52条)

2016年計量器規則の構成

1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(2016年計量器規則(1/3))

○ 「2016年計量器規則」は、電気計量器を含む計量器一般に関する規則である。

○ 1985年計量法により付与された権限に基づき、大臣(the Secretary of the State)が対象とな
る機器やそれらが満たすべき要件などについて規定している。

附則1 必須要件と適用される適合性評価の手続き
附則2 継続的に使用される計量機
附則3 廃止、移行措置、最終条項
附則4 公認機関(Notified Bodies) の義務
附則5 公認機関に係る要件
附則6 英国で規制対象となる計量機器のサービス要件
附則7 罰金

1 イギリス

第5編 適合性検査機関の通知(第53～60条)

第6編 規制対象となる計量器の取引における利用(第61条)

第7編 市場監視と強制執行(第62～74条)
第1章 市場監視(第62～66条)
第2章 執行機関とその手続き (第67～74条)

第8編 違反(第75条～第79条)

第9編 その他・補遺(第80～81条)

(出所) 2016年計量器規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1153/contents/made>
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○ 同規則第4編「計量器の適合性」では、「第1章 必須要件の遵守規定 (第36～42条)」において、
適合性の構築方法や適合性評価手順等について規定している。

序説
36. 本章は、計量器(規制された測定器であるか、非規定測定器であるかを問わない)が、必須要件を満たしているかどうかを確認するために適用

する。

必須要件を具備した適合性の構築方法
37. 計量器に関連して、必須要件の適合性は、以下を通じて確立される。

(a)調和基準が欧州連合官報に公表されている場合には、必須要件を含む調和基準(又はこれらの基準の一部)に適合することを通じて
(b)規範文書の一部が欧州連合官報に公表されたリストに含まれている場合、規範文書の必須要件をカバーする部分と一致させることを通じて
(c) 必須要件に適合するその他の技術的解決策を、製造業者が使用することを通じて

計量器の適合性の推定
38. —

(1) 第37条(a)に記載されている種類の統一規格(又はその一部)に適合している計量器は、当該規格(又はその一部)に規定されている必須要件に適
合していると推定されるものとする。

(2) 第37条 (b)に記載されている種類の規範文書の一部に適合する計量器は、規範文書の当該部分に規定されている必須要件に適合していると推
定されるものとする。

(3) (1)又は(2)に基づく適合性の推定から利益を得るために、製造者は関連する統一規格又は規範文書に記載された解決策を正しく適用しなけれ
ばならない。

(4) 第45条(1)(i)にいう適切な試験の遵守は、対応する試験計画が(1)及び(2)にいう文書に従って実施されており、かつ、試験結果が必須要件の
遵守を保証している場合に推定される。

適合性評価手順
39.—

(1) 計量器の必須要件への適合性評価は、附則1の計量器に関して適用可能なものとして列挙されている適合性評価手順のうちの1つを、製造者の
選択により、申請書によって確立されなければならない。

(2) 公認機関は、附則4の要件に従って製造業者が選択した適合性評価手順を実施しなければならない。
(3) この規則に規定する適合性評価手続に関する文書及び通信であって連合王国において行われるものは、英語で作成しなければならない。

(...以下、省略...)

1 イギリス

第4編 計量器の適合性「第1章 必須要件の遵守規定」該当部分(仮訳)

(出所) 2016年計量器規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1153/contents/made>

1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(2016年計量器規則(2/3))
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章の適用
46. この章は、本規則の適用上、計量器に関してなされたEUの適合性宣言に関連して適用する。

EU適合性宣言書等の様式及び内容
47.—

(1) EU適合性宣言は、以下を満たさなければならない。
(a) 計量器に関連して必須要件が満たされていることが実証されていることを記述すること。
(b) 指令の附属書Ⅱに記載された関連する適合性評価モジュールに規定された要素を含み、必要に応じて更新される。
(c) 指令付属書XIIIに定めるモデル構造を有する。

(2) 英国において規制された計量器が上市される場合、または提供される場合、当該計量器に関するEU適合性宣言書は英語でなければ
ならない。

複数の適合性宣言書を必要とする計量器
48.—

(1) 本規則は、計量器が本規則による以外の方法で、EU適合性宣言に関する欧州連合立法の要件の対象となる場合に適用する。
(2) この規制が適用される場合は、関係する連合立法を特定するすべての適用要件(その出版物への言及を含む)を対象として、単一のEU

適合性宣言を作成しなければならない。

適合性宣言を作成する製造業者の責任
49.  計量器に関するEU適合性宣言書を作成する製造業者は、計量器が本規則の要件を遵守する責任を負う。

1 イギリス

○ 同規則第4編「計量器の適合性」では、「第3章 EU適合性宣言に係る要件 (第46～49条) 」
において、 EUの適合性宣言の適用について規定している。

第4編 計量器の適合性「第3章 EU適合性宣言に係る要件 」該当部分(仮訳)

(出所) 2016年計量器規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1153/contents/made>

1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(2016年計量器規則(3/3))
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1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制

○ 「1989年電力法(the Electricity Act 1989)」では「附則7 電気計量器の利用等」において、
電気計量器の利用や認証等に関する詳細を規定している。

○ 1989年電力法の下には「1998年計量(認証)規則(the Meters (Certification) Regulations 
1998)」及び「1998年計量(パターン、構造、設置方法の承認)規則(the Meters (Approval of 
Pattern or Construction and Manner of Installation) Regulations 1998)」が定められてい
る。

○ 1998年計量(認証)規則は、計量器製造者、販売者、検査業者の認証などについて、 1998年計
量(パターン、建造、設置方法の承認)規則は、パターン承認や設置時認証の検査などについて
定めている。

1989年電力法
(the Electricity Act 1989)

1998年計量(認証)規則
(the Meters (Certification) 

Regulations 1998)

1998年計量(パターン、建造、設置方法の承認)規
則(the Meters (Approval of Pattern or 

Construction and Manner of Installation) 
Regulations 1998)

• 電力供給事業者の義務などを定める
• 附則7で電気計量器の利用等について詳細に規定

• 計量器製造者、販売者、検査業者の認証など
を規定

• 認証申請の手続きなども記載

• 計量器が正確であると見なされるためのパ
ターン承認、建造・設置方式について規定

1 イギリス

電力法に基づく規制体系
(出所)MURC作成

(出所) 1989年電力法<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/contents>、 1998年計量(認証)規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1566/made>、
1998年計量(パターン承認、建造、設置方法)規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1565/contents/made>
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○ 「1989年電力法」は電力供給事業者や送電事業者の義務などを定めた法律である。

○ 同法は3編(第1条～113条) と附則1～18から構成されており、附則７「電気計量器の利用等」
で電気計量器の使用、認証、試験等に関して詳細を規定している。

前文

第1部 電力供給(第1～64条)

第2部 電力業界の再編成(第65～95条)

第3部 雑則・補遺(第96条～113条)

附則1,2 (廃止)
附則,2 2ZA 配電業者の義務免除対象者
附則,2 2ZB 電力供給業者の義務免除対象者
附則,2 A 不動産に関するスキーム
附則3 配電事業者の義務の免除
附則4 その他の電力事業ライセンスホルダー
附則5 スコットランドの水力発電事業者の水に対する権利
附則5A 11C節に基づく請願
附則5B 費用負担者への返金
附則6 送電線
附則6 関連する義務を賦課する条項
附則7 電気計量器の利用等

(附則は以下省略)

1989年電力法の構成

附則7 電気計量器の利用等
1. 適正な計量器による使用量検査(第1条)
2. 計量器の使用制限(第2条～3条)
3. 計量器の検査業者(第4条)
4. 計量器の認証(第5条)
5. 計量器の試験装置等(第6条)
6. 計量器の試験等(第7条～8条)
7. 推定と証拠(第9条)
8. 適切な手順による計量器の保管(第10条)
9. 計量器への妨害(第11条)
10.前払計量器に関する特例(第12条)
11.解釈(第13条)

1 イギリス1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(1989年電力法(1/3))

(出所) 1989年電力法<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/contents>
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1 イギリス1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(1989年電力法(2/3))

適切な計量器で確認する消費量
1.
(1) 認可供給事業者の顧客が、供給電力量を参照としてその全部又は一部に対して料金請求される場合には、その供給は適切な計量器を通

じて実施され、さらに電力量は適切な計量器によって確認されるものとする。
(…以下、省略…)

(2) 認可供給事業者が同意する場合、計量器は、顧客が提供することができる(当該計量器は、顧客自身のもの、もしくは供給事業者による
手配以外の方法で利用可能となったもの)。ただし、それ以外の場合は、認可供給事業者が提供するものとする(…一部、省略…)。

(…以下、省略…)

電力メーターの使用に関する制限
2.
(1)以下の条件を満たさない限り、メーターは、供給電気量を確かめるために使用してはならない。

(a)承認されたパターンまたは構造によるものであり、承認方法に基づきで設置されていること。
(b)次の(2)に従うことを条件として,次の(5)に基づいて認証される。

本付表において、「承認された(approved)」とは、本項に基づいて制定された規制により又はそれに基づいて承認されたことをいう。
(2) (b)は、認可供給事業者及び顧客が同項の要件を免除することに書面で合意した場合には、免除供給に関連して使用される計量器には適用
されない。
(…以下、省略…)

○ 電力料金の請求を目的として計量するにあたり、適切な電気計量器を使用しなければならない
とされている(第1条(1))。

○ この電気計量器は、承認されたパターン・構造によるものであり、認証(certification)に合格
してなければならない(第2条(1))。
⇒承認されたパターン・構造とは、1998年計量(認証)規則や2014年改正MIDの要件を満たす計量器を指す。

附則７「電気計量器の利用等」該当部分(仮訳)

(出所) 1989年電力法<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/contents>
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1 イギリス1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(1989年電力法(3/3))

4. 計量器検査官
(1)Directorは、当該附則の目的のために、適格かつ公平な者を計量器検査官として任命する。

5. 計量器の認証(Certifications of meters)
(1) 計量器は、次の(2)に従うことを条件として、認証を受けることができる。

(a) 第4項に基づき任命された計量器検査官による。
(b)本項に基づいて制定される規制により又はそれに基づいてメーターを認証する権限を付与されている者による。
本項において「検査官」とは、計量器検査官又はその権限を付与された者をいう。

(2)計量器は、検査官が納得しない限り、認証されないものとする。
(a) 計量器が、認証されたパターン又は構造のものであること。
(b)計量器が、規定された基準(誤差参照を引用して作成された基準を含む。)に適合していること。
また、本附則における所定の誤差規定における参照は,それに応じて解釈する。

(3)検査官は、自己が検査又は試験を行っていない場合であっても、自己に提出された計量器を認証することができる。
(a)本号の目的のため、長官から授権された者が計量器を検査官に提出する。
(b)計量器には、それを提出する者によって計量器の検査及び試験が行われたこと並びに所定の他の情報が記載された報告書が添付される。
(c)検査官は、当該報告書に計量器が認証を受ける資格があることを表示していると考える。
(…以下、省略…)

○ 同法附則7の第4条「計量器検査官」では、公平な検査官の任命や、検査に対する報酬の支払い
などについて定めている。

○ また同法附則7第5条「計量器の認証」に基づき、認証(Certification) は、任命された検査官も
しくは「自らが認証を行うことが認められている電力メーターの製造業者から権限を付与され
た検査官が行う。

(出所) 1989年電力法<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/29/contents>

附則７「電気計量器の利用等」該当部分(仮訳)
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前文

規則1 引用と施行(第1条)
規則2 解釈(第2条第1項～2項)
規則3 製造者の認証(第3条第1項～4項)
規則4 修理業者の認証(第4条第1項～4項)
規則5 検査業者の認証(第5条第1項～6項)
規則6 認証の申請(第6条第1項～3項)
規則7 認証の手続き(第7条第1項～4項)
規則8 欧州における同等の条項(第8条第1項～2項)
規則9  バッチ認証 (第9条第1項～4項)
規則10 認証の期間(第10条第1項～6項)
規則11 料金(第11条第1項～3項)
規則12 廃止(第12条)

附則1 認可製造業者と認可修理業者のテスト、及び交
流積算電気計量器のテスト方法
附則2 電気計量器テストの報告書
附則3 認証テストと交流積算電気計量器のテスト方法
附則4 認証期間

1998年電力計量(認証)規則の構成

○ 「1998年電力計量(認証)規則)」は、電気計量器の認証やテストに関する規則である。1989年
電力法の附則7等により付与された権限に基づき、電力規制のDirector (Director General of 
Electricity Supply)が計量器製造者や修理業者の認証などについて定めている。

○ また附則1では、電気計量器のテスト方法等について規定している。

1 イギリス1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(1998年電力計量(認証)規則(1/2))

(出所) 1998年計量(認証)規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1566/made>

1.Pre-heating.

2.Non-registration test.

3.Accuracy tests.

4.Methods of accuracy test.

5.Reference conditions for all testing.

6.Test loads.

7.Multi-register meters.

8.Polyphase meters.

9.Margins of error.
10.Insulation property test

1.Pre-heating.

2.Induction meters.

3.Accuracy tests.

4.Methods of accuracy test.

5.Reference conditions for all testing.

6.Test loads.

7.Induction meters.

8.Polyphase meters.
9.Margins of error
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認証の申請(Application of certification)
6.—
(1) 法律の適用上、計量器の認証を必要とする者は、当該計量器を、(その者が提出した計量器の)認証を授権された審査官、すなわち計量器検査官

に提出することができる。
(2) 第9条に基づいて認証のために提出される各メーターには、製造若しくは修理の責任者又は当該責任者(場合に応じて彼らから指名された者)によ

り検証及び署名された報告書を添付しなければならない。
(3) (2)の適用上の報告書には、附則2に定める計算書(statements)及び情報を含めなければならない。(当該計量器が、変圧器と共に作動するよう

に設計されている場合は変圧器に関する計算書及び情報を含む。)

認証手続(Procedure for certification)
7.—
(1)第9条に準拠し、計量器検査官又は権限を与えられた審査官に対して提出された計量器は、法律附則7第5条(2)(a)により要求されているように計

量器がパターン承認に従い建設されることに加え、以下が満たされない限り、認証されない。
(a)計量器が付属書3の規定に従って試験され、当該付属書に記載される基準に適合し、認定期間において許容誤差内で稼動することが合理的に期

待できること、またはそれが同等の欧州規定の1つに従って試験され、それに適合していること。
(b) directionsに従ってシーリングされていること。

(2) 許容誤差は、当該計量器が作動するように設計されているロードにおいて、プラス2.5%、またはマイナス3.5%を超えないものとする。
(3) 審査官は、計器が(1)に適合していると認める場合は、計器のシリアル番号を明記した適合性証明書を発行し、それに基づいて、当該計器は、法

の適用上、認証された計器とする。
(4) (3)に基づく各証明書には、それが発行された順序で番号を付さなければならない。

同等の欧州規定
8.—
(1)同等の欧州規定は、次のとおりである。

(a) 欧州委員会指令No.82/621/EEC(2)及び欧州経済地域協定附属書Ⅱの議定書1及び第IXによって改正された、理事会指令76/891/EEC(1)にお
ける検証に関する規定

(b)欧州規格EN 61036:1996(3);及び
(c)他のEEA加盟国が容認する規格、強制規格、製造方法または実施基準であって、附則3に適合することにより保証される目的と同等の精度、安

全性、安全性、耐久性および適合性のレベルを確保するもの。
(2) 規則6に基づいて計量器が提出されたメーター検査官又は授権された審査官は,他のEEA加盟国の機関及び研究所が実施した試験の結果であって、

当該機関及び研究所が欧州規格EN 45001:1989(4)に適合しているものを考慮しなければならない。

1 イギリス1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(1998年電力計量(認証)規則(2/2))

1998年電力計量(認証)規則 該当部分(仮訳)

(出所) 1998年計量(認証)規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1566/made>
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前文

規則1 引用、施行(第1条第1項～2項)
規則2 解釈(第2条第1項～2項)
規則3 認可されたパターン、建造方法、据付方法(第3条)
規則4 認可申請(第4条第1項～2項)
規則5 計量器の検査(第5条第1項～8項)
規則6 申請却下の通知(第6条第1項～2項)
規則7 申請認可の通知(第7条第1項～7項)
規則8 改変(第8条)
規則9 認可取消(第9条第1項～4項)
規則10 料金(第10条第1項～3項)
規則11 移行措置(第11条)
規則12 廃止(第12条)

附則 承認申請・承認更新申請に必要な情報

注記

1998年計量 (パターン、構造、設置方法の承認)規則 の構成

1.1 制度の全体像
1.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(1998年計量(パターン、構造、設置方法の承認)規則)

○ 「1998年計量(パターン、構造、設置方法の承認)規則」は、電気計量器のパターン・建造・据
付に関する規則である。

○ 1998年電力法の附則7等に基づき、電力規制のDirectorがパターン承認や設置方式の承認など
を定めている。

1 イギリス

(出所) 1998年計量(パターン承認、建造、設置方法)規則<http://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1565/contents/made>
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1.1 制度の全体像
1.1.3 具体的な制度運用～(1)計量器の承認

○ イギリス国内法に基づくメーター形式の承認(approval)は、製品安全・標準局もしくは同等の
EC加盟国の機関が実施する。
⇒電気計量器の使用及びパフォーマンスは、1989年電力法「附則7」及びその他関連法・規則
に基づき規制

○ 2006年以降、電気計量器は、国内法に加えて、MIDにおいても承認されている。MIDに基づ
く「欧州形式承認証明書(European Type Approval Certificates)」の発行を通じて、当該期
計量器は、他のEU加盟国における利用が可能となる。

(出所)イギリス政府Webサイト<https://www.gov.uk/guidance/gas-and-electricity-meter-regulations>

1 イギリス
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(承認プロセス)
➢プロトタイプの計量器が、関連する国際規格に照らして認定された研究所(認定研究所)において試験され、試

験報告書が作成される。
➢製品安全・標準局は、認定試験所からの試験報告書を分析する。要件を充足していれば、製造業者に対し正

式な承認証明書を発行する。
➢電気計量器については、正式な承認証明書の発行後、「1998年計量（認証）規則」の附則4に記載される。

この附則4は、イギリスにおいて料金請求用途に適しているとされた、承認済み電力計量器メーターの法定登
録簿の役割を果たしている。

(変更(Modifications))
➢承認済みの計量器に対して変更・修正があった場合、追加の審査及び承認が必要となる。製品安全・標準局(

誘導形電気計量器の場合は他のEU加盟国)によって承認されない限り、当該計量器は、イギリス国内において
、需要家に対する料金の請求のために使用できない。

(出所)イギリス政府Webサイト<https://www.gov.uk/guidance/uk-nationally-approved-gas-and-electricity-meters>

1 イギリス1.1 制度の全体像
1.1.3 具体的な制度運用～(1)計量器の承認(国内における承認プロセス)

○ 電気計量器は、1989年電力法の附則7に基づき、国内法でも承認されている。
⇒承認を受けるにあたっては、先述の「 1998年計量(パターン、構造、設置方法の承認)規則」及び「1998
年計量（認証）規則 」に定める要件に適合している必要がある。

○ 電気計量器のパターン及び構造は、計量器形式が規則に定める要件に適合することを保証する
ことを通じて承認される。これは、国内的・国際的技術基準を鑑みて、専門研究所にて代表的
な計量器のサンプルを試験することによって実施される。

承認プロセスの概要
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1.1 制度の全体像
1.1.3 具体的な制度運用～(2)計量器の認証

(出所)イギリス政府Webサイト<https://www.gov.uk/guidance/electricity-meter-certification>

(認証)
➢ 製造業者は、パターン承認に従って製造された計量器を、認証のために提出することができる。認証は、製

品安全・標準局が指名する計量器検査官、または自己認証を許可された電気計量器の製造業者/修理業者が雇
用する認定検査官が行う(1998年計量(認証)規則に準拠)

➢ 認証に合格後、認証期間が、製品安全・標準局により設定される。
⇒新たに承認された誘導形計量については10年間、静的計量器については10～20年間に限定。

(二次的計量(Secondary Metering))
➢ 供給者が、「供給事業者ライセンス」を取得していない場合は、計量器を認証する必要はない(例: 供給者が

土地所有者であり賃借人に供給する場合等) 。
➢ ただし、認証要件を免除するには、両当事者間で書面による合意が必要である。
➢ 計量器の所有者は、承認された計量器を使用し、計量器による計量を正確に行う義務を負う。

（自己認証(Self certification)」
➢ 「1998年計量(認証)規則」では、製品安全・基準局が、電気計量器の製造業者及び修理業者に対して、製造

または修理された計量器を「自己認証」することを認めている。ただし、製品安全・基準局によって任命さ
れた独立した計器検査官による定期的な監査の対象となる。

➢ 計量器の自己認証を許可された製造業者及び修理業者は、認可発行に係る厳格な条件に従わなければならな
い。これらに違反した場合、製品安全・基準局は、認可を取り消す制裁を課すことができる(1989年電力法
第5条(5)(c)、 1998年計量(認証)規則の第3条(3)及び第4条(3))。

1 イギリス

○ 1989年電力法の附則7はまた、電気計量器が認証されることを要求している。
⇒認証プロセスを通じて、計量器が所定の精度限界内となることを担保

認証プロセスの概要



21

1.1 制度の全体像
1.1.3 具体的な制度運用～(3)National Sample Survey

○ 認証期間が終了した電気計量器は、料金請求を目的として使用することが出来なくなる。製品
安全・標準局は、計量器の認証期間の延長に係るスキームとしてNational Sample Survey 
(NSS) を整備しており、業界団体と協議の上で実施されている。

○ NSSでは、認証期間が満了する計量器形式の中から対象が選択され、これらのサンプルが研究
所において試験される。試験された種類の計量器の大部分が、法定限度内で稼動している場合
、製品安全・標準局は、当該種類の計量器に対して、最長5年間、認証期間を延長することを検
討する。(注: 試験の結果、パフォーマンスが悪かった計量器形式は、認証期間の短縮が検討さ
れる可能性がある。）

1 イギリス

(出所)イギリス政府Webサイト< https://www.gov.uk/guidance/national-sample-survey-for-electricity-meters >
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1.1 制度の全体像
1.1.3 具体的な制度運用～(4)In-service Testing

○ In-service testing (IST)は、「英国標準BS 6002-1:1993(sampling procedures for 
inspection by variables)」に基づく電力計量器の国内抜取検査スキームである。

○ 製品安全・標準局は、供給事業者と毎年連絡を取り、製造業者、型番、設置年、人口など事業
者の計量器に関する情報を要請している。その後、同局は、この情報を照合して、ISTに必要
な計量器サンプルのリストを作成する。
⇒供給事業者は、必要な数のサンプルを、認可されたIST試験ステーションに提出し、テストを受けること
を要求される
⇒製品安全・標準局は、テスト結果を照合し、個々の計量器群の性能を評価する。

○ ISTは、電気計量器の耐用期間を通じて、一定間隔で実施される。要件を充足しなくなった
メーターは、サービスを継続できない。
⇒ISTは、所定の精度の範囲内で動作するメーターのみが消費者に対する料金請求のために使用されること
を保証することによって、消費者保護の重要な部分を形成する。

○ IST方法論は、MIDの下で承認された国内型式メーター用に開発されるが、また、製品安全・
基準局は、当該方法論をGB国内法に基づいて承認された電力メーターにも拡大している。

1 イギリス

(出所)イギリス政府 Webサイト<https://www.gov.uk/guidance/in-service-testing-for-gas-and-electricity-meters>
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1.2 制度上の課題及び新たな検討状況
1.2.1 制度上の課題

1 イギリス

○ イギリス政府は、 Smart Metering Programに基づき、2020年末までに国内の全家庭及び小
規模企業に対しスマートメーターを導入するとしている。2011年より開始された当該プログ
ラムは、2016年11月からは設置段階(main install stage)に移行しており、スマートメータの
設置を図るとともに、スマートメータデータ通信インフラの構築を図っている。

○ Capita社の100%子会社であるSmart DCC Ltd. (DCC社)は、 2013年にDECC (現在、BEIS)
より、ネットワークの構築・管理に係るライセンス(Smart Meter Communication Licence)
を付与された。DCC社は、Ofgemによる規制の下、スマートメーターリングデータと通信イン
フラの構築及び管理する役割を担っている。

○ スマートメーターは、DCC社の構築するネットワークを通じて、エネルギー供給事業者、ネッ
トワーク運用者、及び他の認可サービスユーザと接続される。このネットワークは高いセキュ
リティ基準を維持しており、国家サイバーセキュリティセンター(National Cyber Security 
Center)によって承認されている。

(出所)イギリス政府 Webサイトhttps://www.gov.uk/government/collections/smart-meters-statistics、
DCC社Webサイト<https://www.smartdcc.co.uk/about/>
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1.2 制度上の課題及び新たな検討状況
1.2.1 制度上の課題～スマートメータリングシステム

1 イギリス

➢供給事業者によって設置されるスマートメータリング装置は、スマートメーター(電力・ガス) 、建物内ディ
スプレイ(In-home display)、通信ハブ、により構成される。
⇒スマートメーター: 検針値を自動的に供給事業者に送信 等
⇒建物内ディスプレイ： リアルタイムのエネルギー消費量に加えて、過去の消費データ情報(日単位、週単位、月単位、年単
位)を表示
⇒通信ハブ：スマートメーター及びスマート機器、ディスプレイが、Wi-Fiと同様にHome Area Networkを介して通信するこ
とを可能にする。またWide Are Networkへ接続し、供給事業者、ネットワーク事業者及びサービス事業者とのメーター間の
データ送受信を可能にする。

➢供給事業者は、スマートメータリング設備と通信を通じて遠隔検針が可能。ネットワーク運用者は、需要家側
の負荷状況をより理解でき、効率的な系統運用が可能となる。

➢DCC社は、スマートメータリングシステムと外部事業者(供給事業者、ネットワーク運用者及びサービス会社
等)との通信を実施。DCC社は、CGI IT UK Limited、Arqiva Limited、Telefónica UK Limitedの3つの下請
会社を運営

(出所)イギリス政府 Webサイト< https://www.gov.uk/government/publications/the-smart-metering-system-leaflet >

スマートメータリングシステムの全体像

スマートメータリングシステムの概要
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1.2 制度上の課題及び新たな検討状況
1.2.2 制度見直しに関する検討状況～(1)regulatory sandboxの概要

1 イギリス

○ Ofgemは、新たな製品やサービス、ビジネスモデル等の立ち上げを図る企業に対して、
Innovation Linkを通じてエネルギー関連規制に係る支援を実施している。
⇒例: 供給事業者や配電事業者等のライセンス保有者に対しては、一部ライセンス義務の免除
の申請を支援
⇒ 「regulatory sandbox*1」を通じて、支援を実施

○ Ofgemは、2017年以降、「Enabling trials through the regulatory sandbox」として、P2P
やEV課金サービスなどエネルギー分野における新たなビジネスモデルに係る実証的枠組みを実
施している。

(出所)Ofgem Webサイト< https://www.ofgem.gov.uk/about-us/how-we-engage/innovation-link>、
<https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/what-regulatory-sandbox>

*1 新しい製品やサービス、ビジネスモデルについて、実現に向けて障壁となる規制等が適用されない環境(sandbox)を構築した上で、実証
などを実施する制度
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1.2 制度上の課題及び新たな検討状況
1.2.2 制度見直しに関する検討状況～(2) regulatory sandboxに基づくBSCの検討

1 イギリス

○ 需給調整・精算コード(BSC: Balancing and Settlement Code)は、National Grid社の子会社
であるElexon社が策定している需給調整やインバランス精算に関わる包括的なルールである。
系統利用者は、電力市場への参加にあたり、このBSCが規定するルールに厳密に従う必要があ
る。

○ Ofgemによるregulatory sandboxでは、BSC修正により多くの革新的なビジネスモデルが検
討されうるという認識の下、Elexon社とともに当BSCの部分的免除(derogation)の可能性につ
いて、「P362: Electricity market sandbox」を通じ検討を実施してきた。

○ EU規則である「電力需給調整のガイドライン策定に関する規則(REGULATION (EU) 
2017/2195 ) 」(以下、「EB規則」という。)の解釈によりBSCが大きく修正される可能性が
あることから、 「P362: Electricity market sandbox」における部分的免除(derogation)は
多くの項目について今後の検討課題となっている。

(出所)Ofgem Webサイト< https://www.ofgem.gov.uk/about-us/how-we-engage/innovation-link>、
<https://www.elexon.co.uk/mod-proposal/p362/>
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1.2 制度上の課題及び新たな検討状況
1.2.4 制度上の特例的取扱い事項～FIT Schemeにおける電気計量器の扱い

○ 2010年の固定価格買取制度(FIT)導入に伴うオンサイト発電量増加の影響により、需要家側に
おいて(料金請求される)電力消費量の計量正確性に対して、懸念が指摘されていた。これに対
して、製品安全・標準局とOfgemは、業界団体等との協力の下、計量器の正確な検針を担保す
べく検討を実施してきた。

○ 2014年2月、製品安全・標準局とOfgemは、共同書簡として「Import supply meters 
affected by onsite generation」を発表しており、課題について提示するとともに、関係者間
における義務と期待について明確にした。

○ オンサイト発電により計量の正確性に影響を受ける電気計量器は、先述の1989年電力法の附
則7及び関連規則にて規定される要件を満たしていない可能性があり、その場合は“適切な計量
器”として認識される。
⇒計量器が不適切であることを供給事業者が認識しているのにもかかわらず、計量器の変更等
の手段を講じない場合、当該事業者は1989年電力法に基づく義務を満たしていないものとみ
なされる。

○ 計量器運用協会(AMO: Association of Meter Operators)は、既知の問題のある計量器
(Reverse Running Meter) の一覧を公開している。

1 イギリス

(出所)イギリス政府 Webサイト< https://www.gov.uk/guidance/electricity-meters-feed-in-tariff-fit-scheme >、
< https://www.gov.uk/government/publications/import-supply-meters-affected-by-onsite-generation >
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1.3 電気計量器の利用状況
1.3.1 制度上の仕様等

○ 先述の通り、1989年電力法の附則7に基づき国内で承認される電気計量器は、そのパターンや
構造が、付随する規則(1998年計量(認証)規則、1998年計量(パターン、構造、設置方法の承
認)規則)にて規定される要件に適合していなければならない。

○ 製品安全・標準局は、正式な承認証明書を、当該電気計量器の製造業者に対して発行する。な
おイギリスでは、料金請求に適用できる全てのパターン承認済みの電気計量器が1998年計量
(認証)規則の附則4に記載される。

(出所)イギリス政府 Webサイト<https://www.gov.uk/government/publications/schedule-4-uk-nationally-approved-electricity-meters>

1 イギリス
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1.3 電気計量器の利用状況
1.3.2 具体的種類、スペック、用途等

1 イギリス

○ 1998年計量(認証)規則の附則4で示される、承認証明書取得済みの電気計量器のリストは、
Webサイトより公開されている。

(出所)イギリス政府 Webサイト<https://www.gov.uk/government/publications/schedule-4-uk-nationally-approved-electricity-meters>
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2. ドイツにおける電気計量制度の詳細
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2.1 制度の全体像
2.1.1 制度変遷

○ ドイツでは、EU指令である2014年改正MID(Directive 2014/32/EU)を受け制定された「ドイ
ツ計量及び検証法(MessEG)*1」に基づき、計量器に係る規制枠組みを整備している。
(注: MessEG施行以前は、ドイツ計量法(Eichgesetz)に基づき規制)

○ MessEGの細則を規定した「ドイツ計量及び検証規則(MessEV) *2」では、計量器の検証等に係
る詳細な義務や手続き等について規定している。

○ ドイツ物理工学研究所(PTB: Physikalisch-Technische Bundesanstalt)は、MessEG及び
MessEVに基づき、計量器の形式試験やパターン承認や検証等に係る責任を担っている。

計量及び検証法
(MessEG)

計量及び検証規則
(MessEV)

*1  正式名称: Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung 
sowie über Fertigpackungen (Mess- und Eichgesetz - MessEG)
*2  正式名称: Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt sowie über ihre Verwendung 
und Eichung (Mess- und Eichverordnung - MessEV)

2014年改正MID
(Directive 2014/32/EU)

計量法に基づく規制体系
(出所)MURC作成

EUレベルの規制

ドイツ国内法・規則

2 ドイツ
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2.1 制度の全体像
2.1.2 現行の法体系～(1)MessEG

○ 2014年改正MIDにおける規制内容が、MessEGを通じてドイツ国内法として規定されている。

○ MessEGは8編62条から構成されており、計量器の上市と市場における利用にあたっての前提
条件(第2編)、計量器の使用とその検証(第3編)、計量の監視(第6編)などを規定している。

第1編 総則(第1～5条)

第2編 計量器の上市と市場における利用(第6～30条)
第1節 上市の条件(第6～10条)
第2節 認証及び通知(第11～22条)
第3節 事業者の義務(第23～26条)
第4節 特定条件における上市とその承認 (第27～29条)
第5節 法的承認 (第30条)

第3編 計量器及び計量値の使用、計量器の検定(第31～41
条)

第1節 計量器及び計量値の使用(第31～36条)
第2節 検証及び診断テスト(第37～40条)
第3節 法的承認 (第41条)

第4編 プレパッケージ及びその他販売単位(第42～44条)

MessEGの構成

第5編 ドイツ物理工学研究所(PTB)の任務、規制委員会(第45～
47条)

第6編 計量のモニタリング(第48～58条)
第1節 市場監視(第48～53条)
第2節 計量器及び計量値の利用のモニタリング(第54～56条)
第3節 州承認の検証センターの管理(第57～58条)

第7編 手数料義務と罰則ルール(第59～61条)

第8編 経過措置及び最終規定(第62条)

2 ドイツ

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messeg/ >
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2.1 制度の全体像
2.1.2 現行の法体系～(2)MessEV

○ MessEVでは、計量器が上市するにあたっての必須条件や適合性評価(第2編)、計量器の検定の
ための試験研究所(第7編)などについて規定している。

○ 計量器は、「附則2 計量器の要件」において規定される必須要件を満たす必要がある(MessEV
第7条)。また特定の計量器(電気、ガス、熱など)は、2014年改正MIDにおいて規定される要
件も満たす必要がある(MessEV第8条)。

第1編 範囲、例外、定義(第1～6条)

第2編 計量器の上市に関する規則 (第7～17条)
第1節 計量器の必須条件(第7～8条)
第2節 適合性評価に関する規則(第9～12条)
第3節 マーク、刻印、添付情報(第13～17条)

第3編 ECタイプ承認及びEC初期検証(第18～21条)

第4編 ユーザーの義務(第22～34条)
第1節 ユーザー義務の概要(第22～26条)
第2節 ユーザー義務の特記事項(第27～29条)
第3節 公共の 計量単位(第30～32条)

第5編 検定及び診断テスト(第33～39条)

第6編 ソフトウェア更新(第40～41条)

MessEVの構成

第7編 電力、ガス、水、熱の計量器の検定のための試験研究
所 (第42～53条)

第1節 州承認の試験センター (第42～44条)
第2節 試験順序(第45～48条)
第3節 州承認の試験研究所の運営(第49～53条)

第8編 当局の通知手続き(第54～55条)

第9編 罰金、経過措置及び最終規程(第56条)

附則1 各計量器の適用範囲に対する例外
附則2 計量器の要件
附則3 特殊要件と各計量器に対し適用される適合性評価手順
附則4 適合性評価手順
附則5 EU規則下にない計量器に対する適合性宣言
附則7 各計量器の特別検定期間
附則8 マーク

2 ドイツ

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >
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2.1 制度の全体像
2.1.3 制度の運用実態～(1)EU指令との関係

○ 電気計量器は、MessEG及びMessEVにおいて規定される要件を満たしている場合に限り、上
市することが出来る。

○ MessEG及びMessEVの施行に伴い、これまでドイツ国内において実施されてきた形式承認及
び初期検証は省略され、EU大の調和したアプローチと整合する形で適合性評価及び製造業者に
よる適合性宣言が実施される。

2 ドイツ

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >、< https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >



35

2.1 制度の全体像
2.1.3 制度の運用実態～(2)計量器の要件(1/2)

(必須要件)
➢ 計量器は、許容誤差の最大値に適合しなければならない。EU指令*1に該当する計量器の場合(電気計量器も含

む)、最大許容誤差は、当該指令の付属書にて規定される。
➢ EU指令に基づく計量器の場合は、EU指令や関連する規範的文書等において採用されている統一規格によって

必須要件が規定されている。(注: EU指令の範囲ではない計量器に関しては、規則決定委員会が、計量器の必
須要件を規定する(MessEG第46条))

計量器の上市にあたっての前提条件

1. 誤差限界及び環境条件

2. 計量結果の再現精度

3. 計量結果の反復精度

4. 計量器の応答閾値及び感度

5. 計量の安定

6. 計量結果の精度への不具合の影響

7. 計量器の適合性

8. 計量に対する保護

9. 測定結果の表示

10.取引を完了させるための更なる処理

11.適合性評価

○ 計量器の上市にあたっては、以下の前提条件が満たされなければならない(MessEG第6条)。
✓計量器は、必須要件に適合していなければならない。
✓必須要件への適合性を証明するために、適切な適合性評価手順が実施されてなければならない。
✓適合性の証明は、製造業者によって提供された適合宣言書及び計量器への適合マークによって提供されな

ければならない。
✓更なる識別のために、計量器には特定の刻印を付さなければならない。

2 ドイツ

• 一般的な必須要件の詳細は、MessEV附則2「計量器の要
件」に規定されている。

• 附則2 は、2004年改正MIDの附則1に対応する形で規定さ
れている。

*1 2014年改正MID(Directive 2014/32/EU)、及びその前法であるDirective 2004/22/EC

MessEV 「附則2 計量器の要件」

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >、< https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >
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2.1 制度の全体像
2.1.3 制度の運用実態～(2)計量器の要件(2/2)

(適合性評価と適合性宣言)
➢ 製造業者は、計量器がMessEVの必須要件に適合していることを検証するために、適切な適合性評価手順を実施

しなければならない。
⇒EU指令に該当する計量器の場合(電気計量器も含む) については、製造業者は、EU指令にて規定された適合性
評価手順(各計量器種類に対応)を選択することができる。
⇒国内で規制される計量器については、適切な適合性評価の手順として、B、D又はB、Fの各モジュールについ
て規定している (MessEV第9条)。また規則決定委員会は、適切な手順として、追加的な適合性評価手順を規定
することができる。これらの手順の実施方法は、MessEV附則4に規定されている。(2014年改正MID(Directive 
2014/32/EU) のそれぞれの手順が採択)

(適合性宣言)
➢ 製造業者の適合性宣言は、 EU指令により規制される計量器(CEマーキングを取得したもの)だけでなく、国内で

規制される計量器に対しても要求されている。
⇒ EU指令に該当する計量器(電気計量器も含む)の場合については、 2014年改正MID(Directive 2014/32/EU)
附則13に示される様式に準拠
⇒国内で規制されている計量器については、MessEVの附則5に示される様式に準拠。

(表示(マーキング)及び刻印)
➢ EU指令に該当する計量器の場合(電気計量器も含む)については、CEマーキング、計量マーキング、 年及び識別

番号が表示される。一方、国内で規制される計量器については、新たなマーキングが導入される。
➢ 計量器には、製造業者の記号、名称、商標や住所等が刻印されていなければならない。

2 ドイツ

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >、< https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >
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2.1 制度の全体像
2.1.3 制度の運用実態～(3)製造業者の義務

➢ 製造業者は、適合性評価手順のパフォーマンスに必要な技術文書を作成するとともに、適合性評価のパ
フォーマンスを調整し、適合性宣言を行わなければならない。適合性宣言書が発行された場合、製造業者は、
計量器が関連する法規制に適合していることについて責任を負う。

➢ 製造業者は、計量器に必要なマーキング及び刻印を貼付しなければならない。
➢ 製造業者は、 市販されている計量器に関して、サンプル採取を通じて機能性を評価することにより、機能性

評価を実施しなければならない。品質不良が発見された場合、当該計量器は不適合とされ、関連するリコー
ルが記録されるともに、流通業者に現状を通知しなければならない。

➢ 製造業者は、上市した計量器が法規に適合しないことを知ったときは、直ちにその計量器の適合性を回復す
るための措置をとらなければならない。これが不可能な場合には、計量器を市場から回収するか、又はリ
コールしなければならない。

製造業者の主な役割

2 ドイツ

○ 製造業者は、MessEGにて規定された必須要件に適合する計量器のみが上市されるという事実
に対して責任を負う (MessEG第23条)。

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >、< https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >
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2.1 制度の全体像
2.1.3 制度の運用実態～(4)適合性評価機関、検証、市場監視

➢MessEGの範囲内で使用される計量器は、検証されなければならない。MessEGに基づき製造業者が上市した計
量器は、検証されたものとみなされる(MessEG第37条)。計量器の検証期間は、計量器が上市された時から開
始される。(注:2015年1月1日以前に旧規則に基づき検証を受けた計量器も利用することが出来る。ただし、検
証期間の終了後、再検証が必要となる)

➢検証は、検証当局によって実施される。電力、ガス、水、熱の計量器も、将来的には、州承認の試験センター
によって検証することができる。検証期間においては、製造業者の適合マークが付与される。

検証

市場監視

➢検証当局による市場監視を通じて、上市された計量器が、MessEGの要求事項に適合していることを検証する。
➢MessEGでは、EU指令の対象となる計量器に加えて、国内において規制される計量器も市場監視の対象となる。

➢ MessEGに基づき、適合性評価機関が、規制当局及び民間団体に設置される。規制当局の適合性評価機関は、
PTB、及びこれまで初期検証を担っていた検証当局に設置されている。
⇒PTBは、BMWiに対して、適合性評価機関に関するMessEGの要件を遵守していることを証明する。
⇒PTBによる適合性評価機関は、MessEG及びMessEVの適用を受ける計量器の適合性評価手続において、製
造業者に代わって行動する。

適合性評価機関

2 ドイツ

(出所) < https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >、< https://www.gesetze-im-internet.de/messev/ >
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2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

第7条 一般基本要件及び許容差の遵守確認
(1) 計量器は、

1. その使用に想定された環境条件を考慮に入れ、第8条による機器固有の要件において規定される許容差を遵守し、許容差が明確に決められてい
ない場合、計器は、想定された耐用年数及び果たすべき計量作業を考慮に入れ、従来技術に応じた許容差を遵守しなければならず、

2. 想定された使用目的に関して適切性、信頼性、計量の安定性があり、
3. 計量結果の改ざんから保護され、
4. 計量結果を適切な形で表示し、改ざんから保護して処理し、
5. 検査が可能でなければならない。

許容差は、別段の定めがない限り、関連する影響量のそれぞれについて検査を行うものとする。環境条件に関する詳細、第1文の要件、及び第
2文の手続は、附属書2に定める。

(2) 第1項は、非自動はかりには適用されない。
(3) 構成機器及び付加装置は、その機能に対して標準的な、第1項による要件を満たさなければならない。
(4) (削除)

第8条 機器固有の基本要件
(1)  第3項を前提として、2014年2月26日の加盟国の法規の調和のための市場での計器供給に関する欧州議会及び理事会指令2014/32/EU(2014年3

月29日の官報L96号149頁)のその時点で有効な版の趣旨、及び2014年2月26日の加盟国の法規の統一のための市場での非自動はかりの供給に関
する欧州議会及び理事会指令2014/31/EU(2014年3月29日の官報L96号107頁)のその時点で有効な版の趣旨において、次に挙げる計器もしくは
構成機器は、附属書3の表1第3列でその時点の計器に対して参照される機器固有の要件を満たさなければならない：
1.  清浄な冷水もしくは温水の容量測定用で、家庭、商業、または軽工業で使用される水道メーター(略記：EU水道メーター)、
2. 次に挙げる、家庭、商業、及び軽工業で使用するためのガス用の計器もしくは構成機器：

a)ガスメーター(略記：EUガスメーター)、
b)ガスの流量変換器(略記：EUガス流量変換器)、

3. 家庭、商業、または軽工業で使用するための有効電力量計(略記：EU電力量計)、
4. 家庭、商業、または軽工業で使用するための積算熱量計、構成機器である計算機、流量センサー、温度センサーセットを含む(略記：EU積算熱
量計)、
5. 水以外の液体の量の連続的及び動的に計量する計器設備で、計器設備にはメーター、及び確実に正確な計量を実施するのに必要な、もしくは
計量過程を簡易化するのに役立つすべての装置を含む(略記：EU液体計量設備)、
6. 次に挙げる自動はかり：

-自動組み合わせはかり(略記：EUはかり−自動組み合わせ用)、
-自動重量選別機(略記：EUはかり−自動重量選別機)、
-自動重量表示はかり(略記：EUはかり−自動重量表示用)、
-自動料金表示はかり(略記：EUはかり−自動料金表示用)、
-自動天秤はかり(略記：EUはかり−自動天秤用)、

(…以下、省略…)

2 ドイツ

MessEV該当部分(第7～8条)
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第9条 適合性評価手順
(1) 計器への基本要件と計器との適合性は、第4項を前提として、附属書4の適合性評価手順によって証明され、附属書4のA部の要件にも適合して

いる場合のみ、証明を宣言してよい。第8条に挙げた機器については、第4項を前提として、附属書3の表1第4列に挙げる適合性評価手順を適用
するものとする。それ以外のすべての計器については、附属書4のどの適合性評価手順を証明に使用するかを製造者が選択することができる。選
択した適合性評価手順は、機器の計量技術上の複合性を考慮した適合性評価に適していなければならない。

(2) 適合性評価手順が、計器の適合性評価に適していると見なされるのは、製造者が、
-適合性評価手順を附属書4のモジュールBとDの組み合わせ、またはモジュールBとFの組み合わせから選び出すとき、または、
-規則審査委員会が計量検定法第46条に従って審査し、その出典を連邦物理工学研究所が官報で公表している技術仕様もしくは技術規則にある適
合性評価手順を選ぶときである。

(3) 他の法規が、個々の要件の遵守を別個の方法によって証明することを要求する場合は、適合性評価においてその結果を基礎に置くものとする。
(4) 2016年4月19日が終了するまで、第8条第1項の趣旨における計器には、附属書3の表2第4列に挙げる適合性評価手順を選択するものとする。
脚注
(+++ 第9条第1項第2文：適用については第58条第1項第2号及び第3号を参照 +++)

第10条 技術文書
(1) 製造者は、次の技術文書を作成しなければならない：

-計器の構造、製造方法及び機能原理の言明が適合性評価に必要な場合は、それらを明らかにする、
-第7条及び第8条の趣旨における基本要件と機器との整合性の評価を可能とする；そのため顧慮した要件を記載する、及び
-第7条及び第8条の趣旨における基本要件の遵守に関する計器の適切なリスク分析及びリスク評価を含む。
製造者はとりわけ、附属書4による適合性評価手順に記載されている技術文書を作成しなければならない。

(2) 技術文書には次を含めなければならない：
-計器の計量技術上の特徴の記述、
-計器が適切な、その計器に対して想定されている手段により規則どおりに調整されている場合は、計器の計量技術上の性能の再現性の確保に関
する内容、ならびに
-計量結果の改ざんを伴わない算出、保存、表示もしくはさらなる処理(計器の整合性)における、計器の適性に関する内容。

(3) この他、製造者は技術文書において、次を言明しなければならない：
-封印及び証印がなされた場所、及び、
-インターフェース及び構成機器との互換性に対する標準的な条件。

2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

2 ドイツ

MessEV該当部分(第9～10条)
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計量器は、測定正確性、測定恒常性、ならびに確認性の保障に関する以下の要求事項を遵守する必要がある。要求事項の遵守に関する下記規定は
考慮されなければならない。

1. 誤差限界及び環境条件

1.1 誤差限界

1.1.1 測定誤差は、既定稼働条件ならびに妨害要因が発生しない場合において、第7条第1項第1番に基づく既定誤差限界を超えてはならない。
1.1.2 測定誤差は、既定稼働条件ならびに妨害要因が発生する場合において、第7条第1項第1番に基づく特定値を含む既定誤差限界を超えてはな

らない。その限界は第8条第1項第1～10番に特定されている計量器に関する機器特有の要求事項に規定されている。機器特有の規程が存
在しない場合、計量器は既定稼働条件において既存技術に該当する妨害要因に対する強度を有していなければならない。
機器が指定の連続電磁界において使用される場合、検査の際に振幅変調された高周波電磁界における許容の測定特性は誤差限界の範囲内

でなければならない。

1.2 環境条件
製造者は、機器が使用される気候、力学的ならびに電磁的環境条件、及び機器の正確性を左右する可能性がある電力供給とそれ以外の影響要因を

指定する必要がある。その際、製造者は第8条第1項第1～10番に基づく計量器に関する機器特有の要求事項を遵守しなければならない。

1.2.1 気候環境条件
製造者は、使用目的ならびに測定正確性の保障のため、既存技術に基づいて計量器の環境温度に関する上限と下限、及び許容環境湿度を指定す

る。第8条第1項第1～10番に基づく計量器に関しては、第8条に基づく機器特有の要求事項に別途記載がない限り、製造者が表1に記載の数値を基
に温度限界を指定する。製造者は、計量器の結露する湿度環境または結露しない湿度環境、及び解放的な現場、または閉鎖的な現場での使用が想
定されているかを指定する。

1.2.2 力学的環境条件
製造者は、使用目的ならびに測定正確性の保障のため、第8条に基づく機器特有の要求事項に別途記載がない限り、既存技術に基づいて適切な

力学的環境条件を指定する。(…省略…)

2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

2 ドイツ

MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)
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(続き)
1.2.3 電磁的環境条件

製造者は、使用目的ならびに測定正確性の保障のため、第8条に基づく機器特有の要求事項に別途記載がない限り、既存技術に基づいて適切
な電磁的環境条件を指定する。

1.2.3.1 第8条第1項第1～10番に記載の計量器に関しては、製造者が下記の電磁的環境条件に関するクラスのいずれかを指定する：
E1：民家、産業用建物、及び軽工業の建物のように電磁妨害が発生する可能性がある現場で使用される計量器に該当する。
E2：他の工業用建物のように電磁妨害が発生する可能性がある現場で使用される計量器に該当する。
E3：自動車用バッテリーによる電力供給を有する計量器に該当する。これらの計量器は、以下の追加要求事項においてもE2クラスの要求

事項に該当する必要がある：
aa)燃焼機関の始動機回路を入れることによって発生する電圧低下、
bb)エンジンが稼働している時に放電されたバッテリーを切断する際に発生する負荷遮断遷移。

1.2.3.2 電磁的環境条件に関して、製造者は以下の影響要因を考慮する必要がある：
a) 電圧中断、
b) 瞬時電圧低下、
c) 供給電線や信号線における電圧遷移、
d) 静電気放電、
e) 高周波電磁界、
f) 供給電線や信号線における伝導高周波電磁界、
g) 供給電線や信号線におけるサージ電圧。

1.2.4 製造者によって指定された使用に関する局地的条件を含む計量器の利用条件によってその必要が生じる場合、以下の影響要因も考慮さ
れなければならない：
変圧変動、
電源周波数の変動、
電源周波数磁界、
計量器の確実性を大幅に左右する可能性があるそれ以外の要因。

2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

2 ドイツ

MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)
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(続き)

1.3 本条例に基づく検査を実施する際には以下を考慮する必要がある：

1.3.1 検査及び測定誤差の特定に関する原則
1.1の要求事項は関連性のある全ての影響要因において検査する必要がある。第8条に基づく機器特有の要求事項に別途記載がない限り、
第8条第1項第1～10番に記載の計量器においては各影響要因を個別に検査し、その際にそれ以外の全ての影響要因をそれぞれの基準値に対し

て相対的に不変の状態に保つ必要があり、それ以外の全ての計量器において様々な影響要因による影響を既存技術によって調査する必要がある。
測定技術的検査は、影響要因を設けている際または設けた後に実施する必要があり、その際に影響要因が発生する確率が高い計量器の通常の

稼働状態に該当する状態が考慮されなければならない。

1.3.2 環境湿度
計量器が使用される気候環境条件と関連して、第8条第1項第1～10番に記載の計量器に関する検査を湿度の高い熱及び不変の温度(結露なし)にお

いて、または湿度の高い熱及び周期的な温度変化(結露あり)において、実施することが可能である。
製造者によって指定された使用に関する局地的条件を含む計量器の利用条件によってその必要が生じる場合、それ以外の計量器に関しては異なる

環境湿度条件における検査も実施されなければならない。湿度の高い熱及び周期的な温度変化における検査は、結露が重要である際、または呼吸効
果によって蒸気の侵入が加速される際に実施する必要がある。結露のない湿度が重要な条件においては湿度の高い熱及び不変の温度における検査を
選択することが可能である。

2. 測定結果の再現性
異なる個所、または異なる利用者(それ以外の環境は変更しない場合)による同一の測定値の特定においては、連続する測定結果が非常に近い数値

を示さなければならない。それらの誤差は、それぞれの計量器の誤差限界を考慮した上で微少でなければならない。

3. 測定結果の再測定性
同一の測定条件において同一の測定値を測定する際、連続する測定結果が非常に近い数値を示さなければならない。それらの誤差は、それぞれの

計量器の誤差限界を考慮した上で微少でなければならない。

4. 計量器の動作閾値及び感度
計量器は、目的とされるそれぞれの測定に対して十分な感度、及び十分に低い動作閾値を有する必要がある。

2 ドイツ

MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)

2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)
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(続き)

5. 測定恒常性
計量器は、正しく設置・整備され、取扱説明書に基づいて想定される環境条件で使用する場合、測定及び検量条例第3条第12番の定義に基づいて、

測定恒常的であるように設定されなければならない。製造者がそれ以外の期間を明白に指定しない限り、計量器の利用期間は少なくとも1期の検量期
間に該当するものとする。

6. 故障による測定結果の確実性に対する影響
計量器は、故障が明白でない場合、不確実な測定結果をもたらす可能性がある故障の影響を可能な限り避けられるように設定されなければならな

い。

7. 計量器の適性

7.1 計量器は、不正な目的での使用を安易にする特性を持っていてはならない。意図的でない誤操作の可能性は、可能な限り避けられなければなら
ない。

7.2 計量器は、想定される利用に関する実用的使用条件を考慮した上で適切でなければならない他、正確な測定結果を得るために利用者に対して不
適切に高い要求をするものであってはならない。

7.3 流量や電力が共用範囲外である場合、供給出力用計量器の測定誤差が過度に偏った誤差を示してはならない。

7.4 計量器が時間経過において不変である測定値を測定するために設定されている場合、計量器は計量器に対する軽度の変動に対して無感覚、また
は適切に反応するものでなければならない。

7.5 計量器は堅牢でなければならない。計量器を構成する材料は、想定される使用条件において目的とする使用に適切なものでなければならない。

7.6 計量器は、計量器が販売、及び稼働された後に測定方法を確認できるように設定されなければならない。計量器には必要に応じて、当該確認に
関する特殊な装置またはソフトウェアを装備しなければならない。検査方法は計量器に付属されている資料に記載する必要がある。

7.7 計量器に測定機能以外の機能も果たす付属のソフトウェアが装備されている場合、測定技術的特性を決定づけるソフトウェアが特定可能でなけ
ればならない。測定機能は付属のソフトウェアによって許容されない範囲の影響を受けてはならない。

2 ドイツ2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)
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(続き)

8. 偽造に対する保護

8.1 公開インタフェースにおける計量器への追加設備の接続は、それらが遡及効果のないインタフェースでない限り、可能であってはならない。計
量器の測定技術的特性は、他の機器の接続、接続されている機器の特性、または計量器への通信接続を有する切り離された機器の特性によって許容
されない範囲の影響を受けてはならない。

8.2 測定技術的特性を決定づける構成ユニットは、介入から保護できるように設定されなければならない。介入があった場合、それに応じた安全対
策によって、介入の検出が可能でなくてはならない。

8.3 測定技術的特性を決定づけるであるソフトウェアは、適切に表示及び保護されなければならない。計量器におけるソフトウェアの認識は簡単な
方法によって可能でなければならない。万一ソフトウェアへ介入があった場合は、測定及び検量条例第31条第2項第4番に基づいて特定されているそ
れぞれの期間において検証可能でなければならない。

8.4 保存または伝送される測定技術的特性を決定づける測定データ、またはソフトウェア、ならびに測定技術的に重要なパラメータは、誤った、ま
たは故意的な偽造に対して適切に保護されなければならない。

8.5 供給出力の測定に関する計量器に関しては、それらが第8条第1項第1～10番に記載されている限り、ディスプレイに表示される合計供給量の誘
導を可能にし、全体が、または部分的に精算の基盤となる測定値を稼働中にリセットできないことが保障されなければならない。

2 ドイツ2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)
MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)
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(続き)

9. 測定結果の表示

9.1 測定結果はディスプレイ、または印刷物の形状で表示される。第8条第1項第1～10番に記載の計量器でない限り、ディスプレイ、または測定結
果を印刷する装置は、下記の場合においては測定の不可欠な構成要素ではない。
計量器が測定結果の表示が既存技術に基づいて別の箇所において保障されているシステムのためのものである場合、
製造者が指定された使用目的に関して、測定機に取り付けられているディスプレイ、または測定結果を印刷する装置の不使用が、測定による影響を
受ける関係者の情報関心に反するものであることが想定される場合、
測定結果、及び特定の過程の決定に必要な、計量器内または外部記憶装置の情報が、測定データの事後の変更が不可能で、全ての測定方法がそれに
該当するものとして計量器内で検証可能な状態で継続的に記録される場合、
計量器が確認目的のために、計量器に保存されているデータを特別な手間を掛けずに市販のディスプレイまたは印刷装置によって表示、または測定
結果及び同条項のcに基づく必要な情報を権限のある第三者に提供し、それらの完全性と保全を確認することができるインタフェース、及び操作方法
を有している場合。

9.2 測定結果の表示は明白で一義的なものでなければならない。表示は、利用者に対して結果の意味を明確にするために必要な標示、及び記載を有
する必要がある。通常の使用条件において表示されている測定結果の問題のない検針が保障されなければならない。追加表示は、本条例に基づく表
示との混同が除外される限り、可能である。

9.3 測定結果が印刷または記録される場合、印刷物または記録も読みやすくて消去不可能なものでなければならない。

9.4 直接販売を処理するための計量器は、測定結果が計量器を意図した通りに設置した場合に両方の当事者に表示されるように設定されなければな
らない。直接販売において業務過程に関する測定結果の印刷の供給が通常であり、印刷物を作成した追加装備が測定及び検量条例の要求事項に該当
する場合、顧客に対する印刷物は、追加装備に測定及び検量条例の要求事項と本条例の要求事項との不一致が存在していることに関する注意事項が
記載されていなければならない。

9.5 第8条第1項第1～10番に記載の計量器には、供給出力を測定するためのものである限り、補助手段がなくとも消費者にとってアクセス可能であ
る本条例の要求事項に基づくディスプレイが装備されていなければならない。第1文は、計量器を遠隔で検針可能であっても適用される。ディスプレ
イの表示値は、勘定される価格の基盤となる測定結果として使用されなければならない。

2 ドイツ2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)
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10. 業務過程の終了におけるデータ処理

10.1 計量器は、測定結果及び特定の業務過程の決定に必要な情報を
a) 測定が再現不可能な場合、及び
b) 計量器が通常、当事者の一方の不在時に使用されること想定される場合
において継続的に記録しなければならない。
それらが供給出力の測定や測定標準を想定するものである限り、第1文は第8条第1項第1～10番に基づく計量器に適用されない。

10.2 さらに、供給出力の調査に役立たない測定を終了する際に、要求に応じて測定結果ならびに特定の業務過程の決定に必要な情報に関する継続
的な記録が入手可能でなければならない。第1文は測定標準に適用されない。

11. 適合性評価
計量器は、測定及び検量条例の該当要求事項を含む、その適合性に関する評価が可能になるように設定されなければならない。

2 ドイツ2.1 制度の全体像
参考: MessEV該当部分(仮訳)

MessEV該当部分(附則2 計量器の要件)
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2.2 制度上の課題及び新たな検討状況
2.2.1 制度上の課題

○ ドイツでは、エネルギー転換政策(Energiewende)を通じて、エネルギーミックスを集中型か
ら分散型へとシフトさせている。2050年までにエネルギー需要の80%を太陽光や風力などの
再生可能エネルギーで賄うことを目指しており、他のEU主要国と比較しても再生可能エネル
ギー導入割合は高くなっている。その一方で、スマートメーターをはじめとするスマートグ
リッド関連技術の導入に関しては、他のEU主要国と比較して遅れをとっていた。

○ EU指令(2009/72/EC)*1,2の一環として、2013年にドイツ連邦経済技術省(BMWi)は、国内に
おけるスマートメーター導入に係る費用便益分析(CBA: Cost Benefit Analysis)を行った。
BMWiより委託を受け分析を実施したEY社によると*3、上記指令で設定されたスマートメー
ター普及率を目指すことはCBAがマイナスとなり、ドイツの大多数の消費者にとって経済的に
不合理であると結論づけた。

○ EYによる分析結果を踏まえた上で、BMWiはスマートメーター普及に向けて段階的なアプロー
チを検討しており、2016年9月には「エネルギー転換におけるデジタル化法*4 」が施行された。

*1 Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and 
repealing Directive 2003/54/EC (Text with EEA relevance)
*2 同指令では、ポジティブな経済性評価を前提として、各加盟国は2020年までにスマートメーター普及率80%を目指すことを規定している。
*3 Ernst & Young 「Cost-benefit analysis for the comprehensive use of smart metering On behalf of the Federal Ministry of Economics and Technology」
<https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/cost-benefit-analysis-for-the-comprehensive-use-of-smart-metering-systems.pdf>
*4 Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Gesetz/gesetz-zur-digitalisierung-der-energiewende.pdf>

2 ドイツ
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2.2 制度上の課題及び新たな検討状況
2.2.2 制度見直しに関する検討状況～(1)エネルギー転換におけるデジタル化法

○ 「エネルギー転換におけるデジタル化法」は、スマートメーターの更なる普及・拡大に向けた
長期的プログラムを示している。当該プログラムは、2017年以降開始され、2032年に終了と
なる。

○ スマートメーターの設置が義務付けられる需要家及び発電者は、以下の通り
✓年間平均消費量が1万kWhを超える大口需要家(この閾値は2020年には6,000kWhに引き下げ)
✓制御可能な消費装置に対するネットワーク料金の減額に同意した需要家
✓発電能力が7～100kWの発電者(例: 太陽光発電を持つ家庭用需要家)

○ スマートメーター設置・運用は、地域ネットワーク運用者(örtlichen Netzbetreiber)の義務と
なるが、第3者的サービス提供者へのアウトソーシングも認められている。

スマートメーター設置義務

2017 2018 2019 2020 2023 20242021 20262025 20272022 2028

年間平均消費量が1万kWhを超える需要家

年間平均消費量が6,000kWhを超える需要家

制御可能な消費装置に対するネットワーク料金の減額に同意
した需要家

発電能力が7～100kWの発電者

スマートメーター設置オプション

2017 2018 2019 2020 2023 20242021 20262025 20272022 2028

年間平均消費量が6,000kWh未満の需要家

発電能力が1～7kWの発電者

2 ドイツ

ドイツにおけるスマートメーターの普及・拡大計画

(出所)BMWi Webサイト <https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/FAQ/Smart-Meters/faq-smart-meters.html >
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2.2 制度上の課題及び新たな検討状況
2.2.2 制度見直しに関する検討状況～(2)MsbG

○ 「エネルギー転換におけるデジタル化法」の一部を構成する「インテリジェントなエネルギー
ネットワークにおける計量とデータ通信法 (MsbG) 」では、データ保護及びセキュリティの必
要最低要件を示すとともに、「スマートメーター」及び「スマートメーターゲートウェイ」に
関する新しい規則を定めている。

第1編 総則(第1～2条)

第2編 計量(第3～48条)
第1節 計測会社に関係する権利と義務(第3～13条)
第2節 計量器運用者の変更(第14～18条)
第3節 スマートメータゲートウェイ利用時におけるプライバシー保障とデータセキュリティの技術的要件(第19～28条)
第4節 最新計量器とインテリジェントな計量システムによるメーター運用に係る補足的な権利と義務(第29～38条)
第5節 資産の近代化、アクセスのコミットメント (第39～40条)
第6節 最新計量器とインテリジェントな計量システムの基本責任(第41～45条)
第7節 法的権限、規制当局の法的権限、移行措置(第46～48条)

第3編 インテリジェントなエネルギーネットワークにおけるデータ通信規則(第49～75条)

第4編 規制当局のタスク(第76～77条)

MsbGの構成

(出所)Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz - MsbG)
<https://www.gesetze-im-internet.de/messbg/>

2 ドイツ
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2.2 制度上の課題及び新たな検討状況
2.2.2 制度見直しに関する検討状況～(3)スマートメータリングシステムの構成要素(1/2)

○ MsbGでは、スマートメータリングシステムを構成する要素として、以下を規定している。
-インテリジェントな計量システム (iMSys: intelligentes Messsystem)
-最新型計量器(nMe: Moderne Messeinrichtung)
-スマートメーターゲートウェイ(SMGw: SmartMeterGateway)

○ 基本的計量器運用者(Grundzuständiger Messstellenbetreiber)が、iMSys及びnMeの設置及
び運用に関して責任を担っている。通常は地域ネットワーク運用者が当該責任を担う。(注: 第
3者会社へ委任も可能)

2 ドイツ

(出所)BNetzA Webサイト
<https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/SmartMetering/SmartMeter_node.html>
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(最新型計量器(nMe))
➢ nMEはデジタル式の電気計量器であり、計量装置とディスプレイから構成される。nMEは、 SMGwを介して、外部の通信ネット

ワークに接続される。iMSysとは異なり、遠隔的な計量データ読み取りなどは現在のところ出来ない
➢ 計量器運用者は、接続ユーザーが、現状の電力消費量と過去の電力消費量(過去2年間の日単位、週単位、月単位、年単位)を見る

ことを保証する。

(スマートメーターゲートウェイ(SMGw)
➢ SMGwは通信装置として、IMSysにおける中核的な役割を果たす。SMGwは通信インタフェイスであり、計量機と通信ネットワー

クにおけるスイッチングデバイスとしての役割を果たす。
➢ SMGwを介して、nMeと他の技術的装置(再生可能エネルギー発電、ガス計量装置、ヒートポンプ等)が、通信ネットワークに組み

込まれる。またSMGwは、データの収集、プロセス、暗号化、送信などを実施する。
➢ SMGwの技術的運用者は、SMGw管理者と呼ばれる。計量器運用者もしくは代理認証された企業がこの役割を果たす。
➢ SMGｗ及びその管理者は、ドイツ連邦情報セキュリティ機関(BSI)から承認を向ける必要がある。

(インテリジェントな計量システム(iMSys))
➢ iMSysは、nMeとSMGwより構成される。遠隔サイトから検針が可能となる。

2 ドイツ

Ferraris meters 
(従来型の電気計量器)

mMe iMSys SMGw

形式 アナログ型計量器 デジタル型計量器
(通信機能を具備しない)

デジタル型計量器
(通信機能を具備している)

通信インタフェイス

主な機能 現状の検針 • 現状の検針
• 過去2年間の計量データの

保存(日、週、月、年単位)
• 通信機能を具備することに

より、iMSysにアップグ
レード可能

• 現状の検針
• 過去の計量データの保存(日、

週、月、年単位)

• メーターと通信ネットワーク
のインタフェイス

• 1つ以上のメータと接続
• メーター運用者に対して自動

的にデータ送信

設置、計量及び技
術的販売の責任

地域ネットワーク運用者が
計量器運用者として機能

基本的計量器運用者(通常：地域ネットワーク運用者)
もしくは
需要家によって委任された計量器運用者

SMGw管理者
(基本的計量器運用者、もしくは
競争的事業者)

スマートメータリングシステムの構成要素

(出所)BNetzA Webサイト
<https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Verbraucher/NetzanschlussUndMessung/SmartMetering/SmartMeter_node.html>

2.2 制度上の課題及び新たな検討状況
2.2.2 制度見直しに関する検討状況～(3)スマートメータリングシステムの構成要素(2/2)



53

2.2 制度上の課題及び新たな検討状況
2.2.3 制度上の特例的取扱い事項

2 ドイツ

○ SMGwは、ネットワーク上における様々なコンポーネント及び市場プレーヤーとデータ通信を
実施する。
⇒Wide Area Network: SMGwは、SMGw管理者や(認証された)市場参加者と、広域ネットワークを通じて
通信する。
⇒Local Metrological Network: SMGwは、最終消費者の接続計量器(電力、ガス、水、熱)と通信する。計
量器は、LMNを介して計量値をSMGwに伝達する。
⇒Home Area Network: SMGwは、制御可能なエネルギー機器 (例えば、スマートな家庭電化製品、熱電併
給、または太陽光発電シスム)と通信する。

○ すべての通信フローは、完全性、真正性及び機密性の観点から暗号化され、安全化されている。

(出所)BSI「Secure Smart Metering Systems: The German Approach」

SMGwの役割及び機能
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2.3 電気計量機器の利用状況
2.3.1 制度上の仕様等～SMGwのセキュリティ仕様

○ Protection Profile Smart Meter Gateway (BSI-CC-PP-0073)は、SMGwの実装環境における潜在
的な脅威を鑑み、適切なセキュリティ対策のための最低限の要求事項を定義する。

○ 当該プロファイルは、3つのネットワーク(LMN、HAN、WAN)へのインタフェースについて、
すべてのゲートウェイが提供しなければならないセキュリティ要件を定義する。

2 ドイツ

(出所)BSI Webサイト
<https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/SmartMeter/SmartMeterGateway/Schutzprofil_Gateway/schutzprofil_smart
metergateway_node.html;jsessionid=42D6AA4A9FE0506358BA1F23B4C69FDE.1_cid360>
<https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/Reporte/ReportePP/pp0073b_pdf.pdf?__blob=publicationFile&
v=1>

SMGwにおけるセキュリティ
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2.3 電気計量機器の利用状況
2.3.2 具体的種類、スペック、用途等

(出所)BSI Webサイト
<https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/SmartMeter/SmartMeterGateway/Zertifikate24Msbg/zertifikate24Ms
bG_node.html>

認証番号 製品名 製造業者

BSI-DSZ-CC-0831-2018 SMGW-Integrationsmodul
Version 1.0

OPENLiMiT SignCubes AG
Sponsor: Power Plus
Communications AGBSI-DSZ-CC-1049 METEROIT  4.0 Discovergy GmbH

BSI-DSZ-CC-1000 Smart Grid Hub SGHv3 EFR GmbH

BSI-DSZ-CC-0982 Kiwigrid Smart Meter Gateway Kiwigrid GmbH

BSI-DSZ-CC-0934 devolo smart meter gateway devolo AG

BSI-DSZ-CC-0919 CASA 1.0 EMH metering GmbH & Co.KG

BSI-DSZ-CC-0918 Smart Meter Gateway,
CONEXA 3.0

Theben AG

BSI-DSZ-CC-0905 Landis+Gyr Smart Metering
Gateway

Landis + Gyr AG

BSI-DSZ-CC-0822 SMARTY IQ-LTE / SMARTY
IQ-GPRS, Version 1.0

Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH

○ 認証を受けたSMGwの詳細は、BSIのWebサイトより公開されている。

認証済みのSMGwの一覧
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3. 米国における電気計量制度の詳細
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3.1 制度の全体像
3.1.1 制度変遷

3 米国

○ 米国では国家レベルの計量法は特に規定されておらず、各州政府が自ら計量法等を制定の上、
計量行政を実施している。

○ 一方で、非営利民間団体である全米計量会議(NCWM: National Conference on Weights and 

Measures)*1が存在しており、米国商務省(DOC: Department of Commerce)傘下の研究機関
である米国立標準技術研究所(NIST: National Institute of Standards and Technology)によ
る技術的な指導の下、各州間の規則の整合化が図られている。

*1 NCWM は電気メーター以外のユーティリティメーターについて、各州の計量制度の参考となるモデル法の制定・改正を関係者間の合意を
通じて実施する。
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3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(1)ペンシルベニア州における計量法に基づく規制

○ 米国では、州毎に計量法に相当する法規が存在する。ペンシルベニア州では、州規約
（Pennsylvania Code）「Title70 Weights, Measures and Standards」がこれに相当する。

○ ペンシルベニア州規約は、電力を含む公益事業関連の計量器を対象外としている。

TITLE 70 WEIGHTS, MEASURES AND STANDARDS

第1部 検量官（§1～10）

2. 総則

4. 承認された計量標準

5. バーコードスキャンシステムとPLU装置

6. 計量装置の販売者、設置者、修理者の登録

8. 検査官と度量衡検査官の訓練プログラム

9. 検量官

10. 計量装置の承認

第2部 包装とラベル（§21～27）

第3部 検査と装置（§29～39）

第4部 農場製の変性エタノール（§101）

第5部 州計量研究所（§110）

(出所) Pennsylvania Code Title70 < https://www.pacode.com/secure/data/070/070toc.html >

3 米国

（Pennsylvania Code）Title70 Weights, 
Measures and Standardsの構成

◼ 電気事業の電気計量器は対象外である。（§2.1）

Weights and measures—Weights and measures of every kind, 
instruments and devices for weighing and measuring and any 
appliancesand accessories associated with any or all such instruments 
or devices. 

(iii) The term does not include portable scales used to determine 
compliance with 75 Pa.C.S. Chapter 49 (relating to size, weight and 
load), meters for the measurement of electricity, gas, natural or 
manufactured, steam, coolant or water or the counting or timing 
of telephone calls when the same are operated in a public utility 
system or taxi meters. These portable scales, electricity, gas, steam, 
coolant, water and telephone meters and taxi meters are specifically 
excluded from the purview of the act and none of the provisions of 
the act apply to these meters or to any appliances or accessories 
associated therewith.



59

3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制

○ ペンシルベニア州では、州法(Pennsylvania Statutes)「Title66 Public Utilities」基づいて設
置される公益委員会(PPUC: Pennsylvania Public Utility Commission )が、州内の電気事業
の統括権限を有している。公益事業の内容とその関連設備は、この州法で規定されている。

○ さらに州規約(Pennsylvania Code)「Title52 Public Utilities」において、電力メーターの検
査方法が規定されている。
⇒州規約では、アメリカ国内における工業分野の標準化組織である米国国家規格協会(ANSI: 
American National Standards Institute)の定めた電気計量器電力計規格(ANSI C-12 Code 
for electric meters)が言及されている。

州法 公益事業法
(Pennsylvania Statutes Title66 

Public Utilities)

州規約 公益事業規約
(Pennsylvania Code Title52 Public 

Utilities)

ペンシルベニア州公益事業法に基づく規制体系
(出所) MURC

米国国家規格協会 電力計規格
(ANSI C-12 Code for electric 

meters)

3 米国
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3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～ (2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州法(1/3))

○ ペンシルベニア州法は、電気計量器が公益事業者によって維持管理され費用を料金から回収で
きる配電システムの一部を構成していることを定めている。

○ また電気計量器の関連規則を公益事業委員会(PPUC)が決定できること、定期検査に合格しな
ければならないことを規定している。

州法66 公益事業の構成

TITLE 66 PUBLIC UTILITIES

PART I. 公益事業規定

SUBPART A. 準備条項

SUBPART B. 公益委員会の権限、義務、手続き等

SUBPART C. 公益事業一般規則

Chap.11 公益事業の認証

Chap.13 料金と分配システム

Chap.14 公益事業における消費者保護責任

Chap.15 役務と設備

Chap.17 会計と予算

Chap.19 証券と義務

Chap.21 関連会社・組織

SUBPART D 公益事業の規制に関する特別条項

PART II. その他の規定

(出所) Pennsylvania Statutes Title66 < https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=66 >

3 米国
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Chap.13 Rates and Distribution Systems

Subchap. Ａ Rates

§1301~1330

Subchap. B Distribution Systems

§1350. 副章の適用範囲

§1351. 定義

§1352. 長期インフラ修繕計画

§1353. 分配システム修繕費用請求

§1354. 消費者への周知

§1355. レビュー

§1356. 資産最適化計画

§1357. 請求額の計算

§1358. 消費者保護

§1359. プロジェクト

§1360. 附則

ペンシルベニア州法66「13章 料金と分配システム」

(出所) Pennsylvania Statutes Title66 < https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=66 >

3 米国3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～ (2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州法(2/3))

州法66「13章 料金と分配システム」の構成

(§1350) This subchapter shall provide an additional mechanism for 
a distribution system to recover costs related to the repair, 
improvement and replacement of eligible property.

(§1351) "Eligible property." Property that is part of a distribution 
system and eligible for repair, improvement and replacement of 
infrastructure under this subchapter. Included property shall be as 
follows:

(1) For electric distribution companies, eligible property shall 
include:

(vii) Meter bars.

(viii) Meters.

➢ 分配システムの費用は、電力料金として回収してよい。(§1350)

➢ 電力計と支柱は、分配システムの一部である。(§1351)
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3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～ (2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州法(3/3))

Chap.15 Service and Facilities

Subchap. Ａ General Provisions

§1501. 役務と設備の特徴

§1502. 役務における差別

§1503. 役務の終了

§1504. 役務と設備の標準

§1505. 苦情を踏まえた適切な役務・設備の構築と、保
全・負荷管理プログラムの指令権

§1506. 役務契約書の複写等、公益委員会への提出物

§1507. 役務の計量器の検査

§1508. 事故報告

§1509. 請求手続き

§1510. 天然・プロパンガス導管の所有権と維持管理

§1511. 消防団等への電力供給

Subchap. B Discontinuance of Service to Leased 
Premises

ペンシルベニア州法66 「15章 役務と設備」

(出所) Pennsylvania Statutes Title66 < https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=66 >

3 米国

州法66「15章 役務と設備」の構成
(§1504) The commission may, after reasonable notice and hearing, upon its 
own motion or upon complaint:

(2) Prescribe adequate and reasonable standards for the measurement of 
quantity, quality, pressure, initial voltage or other condition pertaining to the 
supply of the service of any and all public utilities.

(3) Prescribe reasonable regulations for the examination and testing of such 
service, and for the measurement thereof.

(4) Prescribe or approve reasonable rules, regulations, specifications and 
standards to secure the accuracy of all meters and appliances for 
measurement.

(5) Provide for the examination and testing of any and all appliances used 
for the measurement of any service of any public utility.

➢ 公益委員会は、合理的な通知と聴聞を経て、公益事業者の計測に関する規則等を指定・承認できる。
(§1504) 

➢ 公益事業者は、計量器を定期検査し、検印を受けねばならない。また消費者から要請があれば、検査しなけ
ればならない。(§1507)

(§1507) Every public utility, furnishing service upon meter or other similar 
measurement, shall provide, and keep in and upon the premises of such 
public utility, suitable and proper apparatus, to be approved from time to 
time and stamped or marked by the commission, for testing and proving 
the accuracy of meters furnished by such public utility for use; and by 
which apparatus every meter may be tested, upon the written request of 
the consumer to whom the same shall be furnished, and in the presence of 
the consumer, if he shall so desire. If the meter so tested shall be found to 
be accurate, within such commercially reasonable limits as the commission 
may fix for such meters, a reasonable fee, to be fixed by the commission, 
sufficient to cover the cost of such test, shall be paid by the consumer 
requiring such test; but, if not so found, then the cost thereof shall be borne 
by the public utility furnishing the meter.
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3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州規約(1/6))

○ ペンシルベニア州規約では、電力量計及びデマンドメーターの検査方法が指定されている。ま
た同規約において、拡張機能メーター(Advanced meter)については、公益委員会内に電力計
委員会(Metering Committee)を設置し、メーターの基準を検討する。

○ 配電事業者は、消費者と発電事業者の合意の下、拡張機能メーターシステムを設置できる。

ペンシルベニア州規約52「公益事業」の構成

TITLE 52 PUBLIC UTILITIES

PART I. 公益委員会

SUBPART A. 総則

SUBPART B. 旅客・貨物事業者

SUBPART C. 地点サービス事業者

Chap.57 電力サービス

Subchap.A 総則

Subchap.B 役務と設備

・・・

Subchap.O 拡張機能メーターの展開

SUBPART D 消費者問題

SUBPART E 公益事業安全計画・準備

SUBPART F 競争的市場

SUBPART G 分配システム修繕費用請求

PART II. その他の規定

(出所) Pennsylvania Code Title52 < https://www.pacode.com/secure/data/052/052toc.html >

3 米国
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Subchap. A 総則

Subchap. B 役務と設備

・・・

§57.20. 電力量計の検査

§57.21. 需要計検査

§57.22. 検査要請と支払い

§57.23. 一般的な検査条件

§57.24. 計量誤差に対する請求額の調整

§57.25. メーター等の検査設備

・・・

ペンシルベニア州規約52 「57章 電力サービス」～電力量計の検査

(出所) Pennsylvania Code Title52 < https://www.pacode.com/secure/data/052/052toc.html >

3 米国

➢ 不正確な電力量計が、調整・校正されることなく使用されてはならない。 (§57.20(a))

➢ 電力事業者は、電力量計の記録を保持しなければならない。(§57.20(d))

➢ また設置前の試験と、設置後の定期検査をしなければならない。(§57.20(e),(g))

ペンシルベニア州規約52 「57章 電力サービス」の構成 §57.20. 電力量計の検査

(a) No watthour meter which has an incorrect register constant, test constant, 
gear ratio or dial train, or which “creeps,” that is, registers upon no load, may 
be placed in service or allowed to remain in service without adjustment and 
correction. A meter in service creeps if, with the load wires disconnected, the 
moving element makes one complete rotation in 5 minutes or less.

(b) For the purpose of this section, the term “light load” means not less than 10%, nor 
more than 15%, of the rated test current of the meter. The term “heavy load” means 
not less than 75%, nor more than 100%, of the rated test current of the meter.
(c) No watthour meter which has an error in registration of more than 2.0% at light 
load or heavy load may be placed in service or allowed to remain in service without 
adjustment. If, upon installation, periodic or other tests, a watthour meter is found to 
exceed these limits, it shall be adjusted or removed from service.

(d) A public utility shall maintain records of service watthour meters. The
record for a meter shall identify the manufacturer, type, rating, year of 
purchase, year and location of the present installation in service, the year of the 
last test and the reason for the test, the registration accuracy recorded as 
found before adjustment and the registration accuracy recorded as left upon 
the completion of the test.
(続く)

3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州規約(2/6))
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3 米国

続き
(e)A public utility shall make periodic tests of its watthour meters in service as follows: 

(1) Two and three-wire single-phase and network-induction-type meters, up to and including 50 amperes rated test current, shall be tested at least once in each of the 
following periods:

(i) If manufactured prior to January 1, 1940, and the meters are not Class I and II temperature compensated and are not equipped with surge proofed magnets 
or surge shields3 years.
(ii) If the meters are Class I and II temperature compensated and are equipped with surge-proofed magnets or surge shields15 years.
(iii) If manufactured since January 1, 1959, and the meters are Class I and II temperature compensated and are equipped with surge-proofed magnets, surge 
discharge gaps and a shielded magnetic bearing system20 years.
(続く)

(2) An alternative, meters described in paragraph (1)(ii) and (iii) shall be tested according to statistical procedure in Section 8.1.8.6 of the current edition of the ANSI C-12 Code 
for Electric Meters, Fifth Edition.

(i) Groups which meet the accuracy requirements of the applied statistical procedure shall continue in service without test or adjustment until a subsequent 
annual statistical analysis indicates the need for corrective action or the Commission on its own motion requests retest of either entire groups or individual meters. 
Test results affecting billing shall be furnished to customers without charge.
(ii) Groups which fail to meet the accuracy requirements of the applied statistical procedure are subject to one of the following immediate corrective measures:

(A) Meters within the group affected shall be removed from service upon notification to the Commission and in compliance with a program acceptable to 
the Commission. A customer’ accounts billed according to registration by these meters shall be retained by the public utility from 2 years prior to 
discovery of registration error until date of meter removal or adjustment. Test results affecting billing shall be furnished to customers without charge and 
shall be retained by the public utility for at least 2 years after the meter is retired.
(B) Meters within groups affected shall be placed on an accelerated program of testing and maintenance until subsequent annual statistical analysis 
indicates that the affected groups again meet the accuracy requirements of the statistical testing program. Records of customer accounts and of test 
results affecting billing shall be retained by the public utility and furnished to customers under clause (A).

(3) Two and three-wire single-phase and network-induction-type meters, of over 50 amperes rated test current, shall be tested at least once every 8 years.
(4) Single-phase meters connected through current transformers or current and voltage transformers shall be tested as follows:

(i) Meters without surge-proof magnets, at least once every 8 years.
(ii) Meters with surge-proof magnets, at least once every 16 years.

(5) Self-contained polyphase meters shall be tested as follows:
(i) Meters without surge-proof magnets, at least once every 8 years.
(ii) Meters with surge-proof magnets, at least once every 16 years oraccording to statistical procedures as described in paragraph (2).

(6) Polyphase meters connected through current transformers or current and voltage transformers shall be tested as follows:
(i) Meter without surge-proof magnets, at least once every 8 years.
(ii) Meters with surge-proof magnets, at least once every 16 years.

(f) An alternating current watthour meter shall be tested and adjusted before installation for correct registration within ｱ2%, at a power factor of approxi mately 50% and 100% at 
rated test current. When in service, meters not tested and adjusted before installation shall be tested and adjusted to the percent accuracy specified as soon as the circumstances 
permit, or shall be removed from service.

(g) A service watthour meter installed shall be tested for accuracy by the public utility prior to its installation, or shall be so tested within 90 days after its installation. 
It shall also be inspected by the public utility for proper connection, mechanical condition and suitability of location within 90 days after installation.

(h) A service watthour meter which is removed from service shall be tested for “as found” registration accuracy.

3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州規約(3/6))
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ペンシルベニア州規約 52 「57章 電力サービス」～拡張機能メーターの普及

Subchap. O 拡張機能メーターの普及

§57.251. 目的

§57.252. 定義

§57.253. 機能拡張メーターの承認

§57.254. 機能拡張メーター基準

§57.255. 機能拡張メーターに関する配電事業者の責任

§57.256. ネットワーク展開に関する配電事業者の責任

§57.257. 機能拡張メーターの利用に関する苦情処理

§57.258. 記録保持と報告に関する要求事項

§57.259. 機能拡張メーターに関する消費者教育

(出所) Pennsylvania Code Title52 < https://www.pacode.com/secure/data/052/052toc.html >

3 米国

➢ 電力網の安全性と信頼性が維持された状態で、各種の拡張機能メーター及び関連設備と、それに関連する
サービスを、消費者が選択できるような手続きを定める。(§57.251(a)) 

➢ 拡張機能メーター及び関連設備の基準は、公益委員会による所定の手続きによって定める。(§57.253)

➢ 拡張機能メーター及び関連設備は、公益委員会の定めた基準と、ANSI C12を遵守しなければならない。
(§57.253)

➢ 消費者と、その消費者に供給する事業者の両方の要請文書に基づき、配電事業者は拡張機能メーターを設置
し利用できる。(§57.255)

ペンシルベニア州規約52 「57章 電力サービス」の構成

3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州規約(4/6))
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§57.253 機能拡張メーターの承認
(a) A qualified advanced meter, meter-related device or network shall be the customer’s billing meter and shall meet certain advanced meter standards 
established by the Commission according to the following process:

(1) The Office of the Executive Director will appoint and chair a Metering Committee (Committee) composed of, to the extent possible, a balanced 
number of representatives from EDCs and EGSs, as well as representatives of consumer,
environmental and EDC electrical worker union interests. The Committee will be designated an advisory body to the Commission as provided in this 
subsection.
(2) The Committee will meet as necessary to establish and modify recommendations to the Commission for a catalog of qualified advanced meters, 
meter-related devices and networks or to review recognized changes and improvements in metering technology.

(i) The Committee will include recommendations to the Commission in the catalog for a variety of technologies that support the demands of 
customers and the services of EGSs expected in the market. These technologies may include: networks, two-way communication, time of use 
capabilities, load management, net metering for self-generation and similar services. Qualified advanced meters, meter-related devices and 
networks shall meet the standards described in § 57.254 (relating to advanced meter standards)
(ii) The Committee will consider applicable technical standards, manufacturers’ information, another state’s approval of a particular type of 
meter, meter-related device or network and other appropriate areas in its meter catalog deliberations.
(iii) An interested party shall request, in writing, to have an advanced meter, meter-related device or network to be considered for review by 
the Committee. The written request shall include a brief description of the subject meter, meter-related device, or network, manufacturers’ 
information, any proposal to use the device other than on a Statewide basis, a statement claiming compliance with applicable standards in §
57.254, and other information necessary for a Committee recommendation.
(iv) Upon receipt of a written request for inclusion of an advanced meter in the Catalog, the Committee shall serve notice on an affected EDC. 
The EDC shall have 30 days from the date of receipt of the notice to respond to the Committee regarding costs and incompatibility. In the 
absence of an EDC response to costs and incompatibility, the Committee may assume that the subject device is compatible and incremental 
costs are de minimis.
(v) The Committee will make a recommendation to the Commission regarding the subject meter, meter-related device or network within 60 
days from the date the request is received. The interested party that proposed the meter or device, and any other interested party, shall have 
14 days to submit comments to the Commission concerning the Committee’s recommendation.
(vi) Upon receipt of the Committee’s recommendations, the Commission will serve the recommendations on affected parties consistent with a 
service list developed by the Office of Executive Director, including all EDCs, the OCA, the Office of Small Business Advocate (OSBA) and the 
Office of Trial Staff. The Commission will issue a decision regarding
approval of the subject meter, meter-related device or network within 60 days of the receipt of the Committee’s recommendation.

(3) The Committee will submit a report to the Commission by October 1, 1999, and at least annually thereafter, with its considerations and 
recommendations. 
(4) The Committee shall include in its reports to the Commission facts concerning anticipated net incremental costs of qualified advanced meters or 
meter-related devices and recommendations concerning the appropriate level and manner of payment of the charges, if any.

(b) Customers or EGSs, or both, shall be responsible for any net incremental costs incurred by the EDC as a result of using a qualified advanced meter or meter-
related device.

(1) Customers using a qualified advanced meter or meter-related device may be assessed a bill surcharge by the EDC to cover any net incremental cost 
associated with the choice to use an advanced meter.
(2) Instead of a customer surcharge, the EGS may pay the EDC for net incremental costs.
(3) The customer and EGS may mutually agree to allocate the charges between them.

(c) Any customer surcharge or EGS payment for qualified advanced meters or meter-related devices shall be incorporated in the tariff of each EDC approved by 
the Commission.

(出所) Pennsylvania Code Title52 < https://www.pacode.com/secure/data/052/052toc.html >

3 米国3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州規約(5/6))
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§57.254 機能拡張メーター基準

(a) A qualified advanced meter, meter-related device and a network shall conform to §§ 57.20—57.25 (relating to meter testing) and the American National 
Standards Institute Standard C12, as applicable, or as these standards may be updated.
(b) A qualified advanced meter, meter-related device and network shall be the customer’s billing meter and shall meet the standards adopted by the 
Commission from time to time after consideration of the recommendations of the Committee. Qualified advanced meters, meter-related devices or networks 
shall possess open, nonproprietary communications capabilities to allow both an EGS and an EDC to access information in a standard data format. In addition, 
a qualified advanced meter, meter-related device or network shall be capable of measuring hourly usage and may support one or more functional 
requirements, such as the ability to do one or more of the following:

(1) Modify a profile interval.
(2) Provide a communications port for a customer to monitor usage.
(3) Provide a pulse output to allow for usage monitoring.
(4) Provide password protection.
(5) Measure in two directions.
(6) Have multiple callout capability.

(c) Access to meter reading information shall be limited only to the customer, the EDC or the current EGS.
(d) A meter, meter-related device and network that meets the requirements in subsections (a) and (b) shall be considered a qualified advanced meter, 
meter-related device and network and shall be subject to applicable surcharges and other requirements of this subchapter. The Commission will periodically 
review and revise these requirements as necessary.

(出所) Pennsylvania Code Title52 < https://www.pacode.com/secure/data/052/052toc.html >

3 米国3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(2)ペンシルベニア州における公益事業法に基づく規制(州規約(6/6))
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3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(3)ペンシルベニア州法によるスマートメーターの義務化(1/2)

○ ペンシルベニア州においてスマートメーター導入は、Act129 of 2008によって義務化されて
いる。全ての配電事業者(EDC: Electric Distribution Company)は2023年までに、全需要家
向けにスマートメーターを設置する計画となっている。

ペンシルベニア州法 Act129(2008)
(=州法Title66 §2807(f)スマートメーターとTOU約款)

TITLE 66 PUBLIC UTILITIES

PART I. 公益事業規定

SUBPART A. 準備条項

SUBPART B. 公益委員会の権限、義務、手続き等

SUBPART C. 公益事業一般規則

SUBPART D 特別条項(Chap.22~33)

Chap.28 電力公益事業の再編(§2801~2815)

§ 2807. 配電事業者の義務

(a) 総則

(b) 公益委員会による調査手続き

(c) 需要家への請求

(d) 消費者保護と消費者サービス

(e) 供給義務

(f) スマートメーターとTOU約款

(g) 定義

PART II. その他の規定

(出所) Pennsylvania Statutes Title66 < https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=66 >

3 米国

➢ 需要家数10万人を超える配電事業者は、スマートメー
ター調達・設置計画を提出しなければならない。
(§2807(f)(1))

➢ スマートメーターは新築物件やメーター更新の機会（15
年以内）に、または需要家の希望に応じて設置する。
(§2807(f)(1) 、 (2))

➢ サードパーティーが、需要家の同意の下で、直接または
電気的に、メーターにアクセスできるようにする。
(§2807(f)(3))

➢ スマートメーターの費用回収方法(§2807(f) (7))

➢ スマートメーターの技術的要求事項(§2807(g))
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§2807(f)スマートメーターとTOU約款

(f) Smart meter technology and time of use rates.
(1) Within nine months after the effective date of this Paragraph, electric distribution companies shall file a smart Meter technology 
procurement and installation plan with the Commission for approval. The plan shall describe the smart meter technologies the electric 
distribution company proposes to install in accordance with paragraph (2).
(2) Electric distribution companies shall furnish smart meter technology as follows:

(i) Upon request from a customer that agrees to pay the cost of the smart meter at the time of the request.
(ii) In new building construction.
(iii) In accordance with a depreciation schedule not to exceed 15 years.

(3) Electric distribution companies shall, with customer consent, make available direct meter access and electronic access to customer 
meter data to third parties, including electric generation suppliers and providers of conservation and load management services.
(4) In no event shall lost or decreased revenues by an electric distribution company due to reduced electricity consumption or shifting 
energy demand be considered any of the following:

(i) A cost of smart meter technology recoverable under a reconcilable automatic adjustment clause under section 1307(b), 
except that decreased revenues and reduced energy consumption may be reflected in the revenue and sales data used to 
calculate rates in a distribution rate base rate
proceeding filed under section 1308 (relating to voluntary changes in rates).
(ii) A recoverable cost.

(5) By January 1, 2010, or at the end of the applicable generation rate cap period, whichever is later, a default service provider shall 
submit to the commission one or more proposed time-of-use rates and real-time price plans. The commission shall approve or modify 
the time-of-use rates and real-time price plan within six months of submittal. The default service provider shall offer the time-of-use 
rates and real-time price plan to all customers that have been provided with smart meter technology under paragraph (2)(iii). 
Residential or commercial customers may elect to participate in time-of-use rates or real-time pricing. The default service provider shall 
submit an annual report to the price programs and the efficacy of the programs in affecting energy demand and consumption and the 
effect on wholesale market prices.
(6) The provisions of this subsection shall not apply to an electric distribution company with 100,000 or fewer customers.
(7) An electric distribution company may recover reasonable and prudent costs of providing smart meter technology under paragraph 
(2)(ii) and (iii), as determined by the commission. This paragraph includes annual depreciation and capital costs over the life of the 
smart meter technology and the cost of any system upgrades that the electric distribution company may require to enable the use of 
the smart meter technology which are incurred after the effective date of this paragraph, less operating and capital cost savings realized 
by the electric distribution company from the installation and use of the smart meter technology. Smart meter technology shall be 
deemed to be a new service offered for the first time under section 2804(4)(vi). An electric distribution company may recover smart 
meter technology costs:

(i) through base rates, including a deferral for future base rate recovery of current basis with carrying charge as determined by 
the commission; or 
(ii) on a full and current basis through a reconcilable automatic adjustment clause under section 1307.

(出所) Pennsylvania Statutes Title66 < https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/LI/consCheck.cfm?txtType=HTM&ttl=66 >

3 米国3.1 制度の全体像
3.1.2 現行の法体系～(3)ペンシルベニア州法によるスマートメーターの義務化(1/2)
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PJMにおける主要なメーター関連規定

3.1 制度の全体像
3.1.3 制度の運用実態～(1)PJMのメーター関連規定(1/3)

○ PJMは計量・遠隔計量(telemetry)の種類を「系統制御・監視」と「料金請求」に大別し、異なる基準を設定
している（州法及び州規則を踏まえた上で、PJMがルールを策定）。

○ 関連ルールは多岐に及ぶが、DRに関連する規定としては「14D 発電機オペレーション要求事項」及び「11
エネルギー市場、アンシラリーサービス市場のオペレーション」が挙げられる。

PJM Manual 14D:発電機オペレーション要求事項

PJM Manual 11:エネルギー市場、アンシラリー
サービス市場のオペレーション

PJM Manual 01: コントロールセンターとデータ交換

PJMにおける主要なメーター関連規制の体系
(出所)MURC作成

§1. PJMシステム

§2. PJM参加者コントロールセンター要求事項

§3. データ交換要求事項

§4. 個人間通信（電話による通信）のための体系

§5. 計量システム要求事項

5.1 目的と分類

5.2 系統制御と監視

5.3 料金請求

付属書A: データ仕様・コレクション

付属書B: データ提出スケジュール

付属書C: PJMnet ICCPフェイルオーバー試験

付属書D: 連系線メーターの設置と遠隔計量

◼ 系統制御・監視:PJMの発電指令に利用する、
連系線の各地点に設置される各種バランシ
ングメーターを規定。

◼ 料金請求：市場参加者間のトランザクショ
ンを計量するための、参加者間の接続点
(POI)におけるインターバルデータについて
規定。

§10.6 インターバルメーター装置と負荷
データの要求事項

§10.7 サブメーターの負荷データをDRに利
用する場合の規則遵守について

3 米国
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(インターバルメーターの要求事項)
➢ DRに関連する計量には、以下のいずれかの計量装置を利用できる：

✓ 小売用メーター（EDCメーター）；
✓ DR活動の顧客のために、負荷削減サービス提供者(CSP)が設置した計量装置(CSPメーター)；
✓ DR活動の顧客自身が所有する計量装置。

➢ 計量装置は、以下のいずれかの精度を満たさなければならない：
✓ EDCへの要求事項として規定された精度；
✓ 計器(メーター、変流器、変圧器)及びパルスデータレコーダの全体で、最大±2%。

➢ 計測地点としては、DRHUB内の各EDCアカウント番号及びPOIについて計測を要する。

➢ EDCメーターを利用する場合、EDCの取得する負荷データをDR活動の情報源として利用する。CSPメー
ターの場合、CSPは以下を申請する：
✓ PJMへのメーター承認申請：

⚫ メーカーと型式；
⚫ 精度証明（ANSI C12.1及びC57.13、または同等の工業規格への準拠証明；PJMの承認した試

験機関による試験結果）；
⚫ QA計画(または他の承認済み計画)。

✓ 承認後の計量システム申請：
⚫ 各計測地点の計器；
⚫ インターバル；
⚫ 設置等の日付 等。

PJMにおける、DR関連メーターの要求事項の概要(PJM Manual 11 §10.6)

3.1 制度の全体像
3.1.3 制度の運用実態～(1)PJMのメーター関連規定(2/3)

(出所)PJM DER subcommittee “DR Metering requirement”
PJM Manual 11:Energy & Ancillary Services Market Operations. Rev. 92 

3 米国
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A CSP, LSE, EDC or agent designated by the CSP may fulfill the interval metering equipment and load data responsibilities that are required by PJM of the CSP for economic 
and emergency demand response resources including ancillary services. Interval metering equipment and load data used for retail electricity service shall be deemed to meet 
PJM requirements for energy settlement and capacity compliance.

The following documentation shall be provided by the CSP to PJM when non-retail electric service metering equipment and load data will be utilized for settlements or 
compliance. The CSP shall verify that all documentation is accurate and maintain compliance to PJM metering equipment and load data requirements.

• The date the metering equipment was installed, tested and ready to record, store and communicate interval load data for DSR activity
• The person that installed the metering equipment
• The make and model of the meter
• Metering equipment accuracy (meter, CT and PT)
• CT & PT type designation
• CT ratio
• All metering equipment shall, at a minimum, meet appropriate ANSI c12.1 and c57.13 standards to ensure the metering equipment is within the Tariff defined 
accuracy
standards
• Metering equipment used for ancillary services shall meet additional requirements as defined in the PJM Tariff and/or Manuals.
• If equipment does not meet these standards, then on an exception basis, a field test may be conducted to validate the accuracy as long as the electricity service is 
less than 600 volts. PJM will review the field test results and associated metering equipment configuration to determine whether or not the use of metering equipment 
will be permitted.
• Metering equipment may include a pulse data recorder used in conjunction with a meter.

The CSP or designated agent shall maintain the relationship between the load data, metering equipment, EDC account number and other Customer Identifiers as defined. 
Further, the CSP or designated agent shall submit to PJM the quality assurance protocol used to ensure metering equipment accuracy over time. All interval load data, except 
where also used for retail electric service, shall at a minimum comply with the NAESB VEE (validate, edit & estimate) standards, where applicable, for retail electric service to 
ensure the quality of the information. If a pulse data recorder is utilized then time shall be managed on a daily basis or per communication whichever is least frequent. Time 
may be checked and reconciled through the network time protocol. Load data, including both pre and post VEE data shall be maintained for 36 months by CSP or designated 
agent. The CSP and/or designated agent will comply with request for metering equipment and load data audit as necessary that may include but not be limited to the 
following:

• Being available for on-site verification of metering equipment
• Providing load data history for Pre and Post VEE load data
• Providing work order, cut sheet or other documentation to validate the installation of the metering equipment
• Load data reconciliation where there are two metering systems present

A CSP or their designated agent that violate these standards will not be allowed to manage the installation/maintenance of metering equipment and associated load data for 
PJM settlements or compliance.

Non-retail electric service load data used for settlements or compliance will not be reconciled by PJM to the retail electric service load data unless, to troubleshoot an issue or as 
part of an audit.

If the CSP elects to utilize non-retail electric service load data for settlements then CSP will provide 90 consecutive days of load data on an annual basis near the effective date 
of the registration to PJM and PJM will make this load data available to the appropriate LSE. In addition, CSP or PJM shall provide load data to the EDC, as appropriate, for the 
peak load contribution add back process.

All metering equipment and load data shall comply with these standards by October 1, 2009.

(出所) PJM Manual 11:Energy & Ancillary Services Market Operations. Rev. 92 

3 米国

PJM Manual 11 §10.6の該当部分

3.1 制度の全体像
3.1.3 制度の運用実態～(1)PJMのメーター関連規定(3/3)
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(サブメーターを利用する場合)
➢ 末端レベルに設置されるサブメーターの利用を、例外措置として承認することがある。その場合、CSPはEDCアカウント内の

全機器を含む配線図を提出し、PJMの承認を得る。：
✓ 対象となる負荷が、サイトの負荷全体に対し、小規模でなければならない；
✓ 対象負荷から、DR効果を打ち消すような負荷の移動が生じない構造でなければならない；
✓ POIにおける電力の挿入の監視のため、測定地点を追加することについては、PJMの承認が必要である。

PJMにおける、DRサブメーターの要求事項の概要(PJM Manual 11 §10.7)

3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.1.3 制度の運用実態～(2) PJMのDRサブメーター関連規定(1/2)

3 米国

“Sub-meter” shall mean a metering point for electricity consumption that does not include all electricity consumption for the end-use customer as defined by the electric 
distribution company account number. PJM shall only accept sub-meter load data from end-use customers for measurement and verification of Regulation service as set forth 
in the Economic Load Response rules and PJM Manuals.

“Location” as used in the Economic Load Response rules shall mean an end-use customer site as defined by the relevant electric distribution company account number.

Curtailment Service Providers that have end-use customers that will participate in the Regulation market may be permitted to use Sub-metered load data instead of load data 
at the electric distribution company account number level for Regulation measurement and verification as set forth in the PJM Manuals and subject to the following:

• Curtailment Service Providers, must clearly identify for the Office of the Interconnection all electrical devices that will provide Regulation and identify all other 
devices used for similar processes within the same Location that will not provide Regulation. The Location must contribute to management of frequency control on the 
PJM electric grid or PJM shall deny use of Sub-metered load data for the Location.
• The CSP will submit single line diagrams to PJM unless otherwise approved by PJM with sub metered device(s) clearly specified at the location. PJM will verify that all 
similar devices at the location are sub metered and if the similar devices are not sub metered, PJM will deny use of sub meter load data unless the CSP can 
demonstrate that the electricity usage of such similar devices not sub-metered will not offset change in electricity usages of the electrical device that will provide the 
regulation service.
• If the registration to participate in the Regulation market contains an aggregation of Locations, the relevant Curtailment Service Provider will provide the Office of 
the Interconnection with load data for each Location’s Sub-meter through an after-the-fact load data submission process upon request by PJM.
All telemetry load data to PJM will be based on device electricity consumption for each registration. The registration load data must include load data from all locations 
and from all devices approved at each location on the registration. For example, if the registration has 3 locations and each location has 1 pump that will regulate 
then the telemetry load data will include the aggregate load data for all 3 pumps.
• If the registration is an aggregation of locations, the CSP will provide PJM with load data for each location’s sub-meter through an after the fact load data submission 
process as determined by PJM. This will allow PJM to confirm that the aggregate load data sent through telemetry consist of all locations on such registration. 

PJM may conduct random, unannounced audits of all Locations that are registered to participate in the Regulation market to ensure that devices that are registered by the 
Curtailment Service Providers as providing Regulation service are not otherwise being offset by a change in usage of other devices within the same Location.

Auditing will include a method of sampling location level load data without CSP’s prior knowledge of sites sampled. CSP will provide location level load data (which represents 
load data for the EDC account number) to PJM upon request through after the fact meter data submission process as determined by PJM.

All CSP meter equipment will conform to meter data standards set forth in the PJM Tariff and the PJM Operating Agreement and as defined in Manual 11, section 10 and all 
CSP telemetry will comply with the standards set forth in the PJM Tariff, PJM Operating Agreement and PJM Manual 12, section 4.

The Office of the Interconnection may suspend the Regulation market activity of Economic Load Response Participants, including Curtailment Service Providers, that do not 
comply with the Economic Load Response and Regulation market requirements as set forth in Schedule 1 and the PJM Manuals, and may refer the matter to the Independent 
Market Monitor and/or the Federal Energy Regulatory Commission Office of Enforcement.

PJM Manual 11 §10.7の該当部分
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3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.2.1 制度上の課題～カリフォルニア州におけるR21の検討経緯

○ カリフォルニア州は2002年にRPS制度を導入、以降導入目標を段階的に増加させてきた。2019年1月発効
のSenate Bill 100に規定された目標値は、2030年までに全ての電力小売事業者(Load Serving Entity)が、
60%の再生可能エネルギーを導入する、というものである。RPS制度により、同州はGHGs削減、大気汚染
削減、電気小売価格の安定化、電力網運用の安定化を目指している。

○ 同州のRPS制度は、公益委員会(CPUC, California Public Utility Commission)及び州エネルギー委員会
(CEC, California Energy Commission)が共同で運営している。同州の電力需要の75%が、公益委員会の管
轄下にある事業者によって供給されている。その7割（つまり全電力需要の約半分）は、PG&E、SCE、
SDG&Eの大手3社が供給している。

○ カリフォルニア州のRule21は、州の送配電システムに連系する分散型発電システムとストレージを対象とし
た、通信・運用・計測に係る要求事項であり、送配電システムの信頼度と経済性の確保を目的としている。

➢ Rule21とは、州の送配電システムに連系する分散型発電システムを対象とした、通信・運用・計測に係る要求事項を示す約
款(tariff)であり、1982年に初めて承認された。当初は、公益事業規制政策法の下で規定された、小規模発電設備（公益事業
者以外の保有するもの）を対象に検討されたものだった。

➢ CPUCは1999年、CECと共同でRule21を見直した。これは自家消費を目的としたDERに求められる通信機能について、より
標準化され、より透明な技術的分析の確立を目的としていた。この結果Rule21には、「イニシャルレビュー」というスク
リーニングプロセスが追加され、公益事業者は、DERによる系統への撹乱が許容範囲に収まるかを、速やかに確認できるよう
になった。

➢ その後、売電目的のDERやエネルギーストレージといった新技術への対応（2011年9月22日）、ネットメータリングやより
複雑な電力輸送を想定するケースへの対応（2012年9月20日）が進められた。

➢ 2013年1月には「スマートインバーターワーキンググループ(SWIG)」が設置され、その報告を受けた2014年12月18日の
Rule21の改訂で、大手3社にはスマートインバーターの導入が要求されることとなった。

➢ その後もRule21は改訂を重ね、2017年7月13日から、さらなる改訂と、小中公益事業者への適用に向けた検討が始まった。
SWIGは第１フェーズとして全DERが備えるべき7つの自律機能を、第2フェーズとして公益事業者、DER、アグリゲータ間
の通信プロトコルを推奨した。現在は第3フェーズとして、その他の各拡張機能が検討されている。

カリフォルニア州 Rule21の背景・経緯

(出所）CPUC “California Renewables Portfolio Standard Annual Report 2018”, Rule21ホームページ < http://www.cpuc.ca.gov/Rule21/ >, 

3 米国
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3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.2.2 制度見直しの検討状況～(1)SWIG報告の概要(1/2)

(第1フェーズ：DERに要求される自律機能)
➢ SIWGは第１フェーズの検討の結論として、全てのインバータ付きDERが、以下の自律機能を持つことを義務付けるべき、と

した。
• 単独運転防止機能
• 電圧／周波数ライドスルー機能
• 無効電力を利用した電圧／無効電力制御機能
• 出力変化速度制御機能
• 力率一定制御機能
• ソフトスタート機能

SWIGの報告の概要

(出所) SIWG “Recommendations for Updating the Technical Requirements for Inverters in Distributed Energy Resources”, “Recommendations for Utility 
Communications with Distributed Energy Resources (DER) Systems with Smart Inverters “
< https://www.energy.ca.gov/electricity_analysis/rule21/ >

(第2フェーズ：通信機能）
➢ 第2フェーズの検討の結論として、以下の内容が提案された。

• 全てのインバータ付きDERは、通信機能を持たねばならない。
• DERシステムのソフトウェアは、通信機能により遠隔操作で更新されねばならない。
• アプリケーションレベルのデフォルトプロトコルは、IEEE2030.5とする。またIEEE 1815/DNP3 for SCADA real-

time monitoringand control; IEC 61850を含む他のアプリケーションレベルのプロトコルを、合意の下で利用し
て良い。

• 公益事業者は、共通の要求事項やガイドラインを定めた“California IEEE 2030.5 Implementation Guide”を共同で
作成・維持する。

• 公益事業者の発電ハンドブック及びプロトコル関連文書に、サイバーセキュリティ・プライバシー保護要求事項を含
むものとする。

• インターネットプロトコルは、TCP/IPとする。

3 米国

○ SWIGは第１フェーズとして全DERが備えるべき7つの自律機能を、第2フェーズとして公益事業者、DER、
アグリゲータ間の通信プロトコルを推奨した。現在は第3フェーズとして、その他の各拡張機能が検討され
ている。



77

3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.2.2 制度見直しの検討状況～(1)SWIG報告の概要(2/2)

(第3フェーズ：拡張機能）
➢ 第3フェーズにおいては、以下の機能がRule21に追加されるべき、と結論した。

• 主要DERデータのモニタリング機能
• DERの解列／復帰機能
• 最大有効電力制御
• 有効電力制御
• 周波数-電力制御
• 電圧-電力制御
• スケジューリング制御
• グリッドサポート機能

SWIGの報告の概要

(出所) SIWG “SIWG Phase 3 DER Functions: Recommendations to the CPUC for Rule 21, Phase 3 Function Key Requirements, and Additional Discussion 
Issues” < https://www.energy.ca.gov/electricity_analysis/rule21/ >

3 米国
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3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.2.2 制度見直しの検討状況～(2)Rule21の通信の概略(1/2)

(シナリオ1と2：DERとの直接通信)
➢ DERの管理及び系統運用の都合により、公益事業者がDERと直接通信することを、 DERの所有者が認めるケース。
➢ DERがスマートインバータと接続している場合（シナリオ1）と、発電設備エネルギー管理システム(GFEMS)と接続している

場合（シナリオ2）が想定されている。

(シナリオ3：アグリゲータを介した通信)
➢ 公益事業者は、アグリゲータのバックエンド管理システムと通信する。アグリゲータは、公益事業者からDERへの指令と、

DER側からのデータ送信を中継する。

(出所) California Smart Inverter Implementation Working Group “IEEE 2030.5 Common California IOU Rule 21 Implementation Guide for Smart Inverters,” 
Version1.0 < https://www.pge.com/includes/docs/pdfs/shared/customerservice/nonpgeutility/electrictransmission/handbook/rule21-implementation-
guide.pdf >

3 米国

スマートインバーターの通信シナリオ
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3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.2.2 制度見直しの検討状況～(2)Rul21の通信の概略(2/2)

スマートインバータの通信内容

大分類 小分類 データの種類 備考

監視データ 1 有効電力 3 周波数 それぞれ瞬間値、最大値、平均
値、最小値。

2 無効電力 4 相電圧

ステータス情報 ネームプレート情報と設
定後の情報

1 最大受電速度 5 最大無効電力（受電）

2 最大送電速度 6 最大有効電力

3 最大皮相電力 7 最小基本波力率

4 最大無効電力（送電）

運用関連情報 1 運転状態 3 警告ステータス

2 接続ステータス 4 運転可能なストレージ容量

警告 1 過電流 7 電流不均衡

2 過電圧 8 ローカル・エマージェンシー

3 低電圧 9 リモート・エマージェンシー

4 過周波数 10 入力電力低下

5 周波数低下 11 相回転

6 電圧不均衡

➢ “Common Smart Inverter Profile: IEEE 2030.5 Implementation Guide for Smart Inverters. Ver. 2.0”に示された、ス
マートインバータの通信内容は下表の通りである。

(出所) California Smart Inverter Implementation Working Group “Common Smart Inverter Profile: IEEE 2030.5 Implementation Guide for Smart Inverters,” 
Version2.0 < https://sunspec.org/wp-content/uploads/2018/03/CSIPImplementationGuidev2.003-02-2018-1.pdf >よりMURC作成

3 米国

スマートインバーターの通信内容の整理
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3.2 制度上の課題及び新たな検討状況
3.2.2 制度見直しの検討状況～(2) CPUC PEV Submetering

CPUC PEV Submeteringの概要

(実証の背景・目的・概要)
➢ ZEV目標を掲げるカリフォルニア州では、公益事業者がPEV向けのTOU約款を提供している。需要家がこの約款を利用するに

は、公益事業者が州法chap.13に基づいて設置するメーターを別途設置する必要がある。
➢ CPUCは、この公益事業者のメーター設備及び計量サービスを使うことなく、需要家がTOU約款を利用し、かつその電気料金を

公益事業者の請求書に一本化するという情報・請求フローの、実証実験を実施した。主要な枠組みは以下の通りである：
➢ 参加者は通常のメーターの他に、サードパーティーが提供するPEVサブメーターを設置する。
➢ そのデータは、公益事業者ではなくメーターデータ管理者(MDMA, Meter Data Management Agent)が読み取り、15

分毎のPEVの充電量を公益事業者に報告する。
➢ 公益事業者は、プライマリメーターの計量結果からPEV分を控除し、PEV分にはTOU価格を、その他の分には通常約款

の価格を適用して、需要家に料金を請求する。

○ カリフォルニア州はプラグインハイブリッド車(PEV)ユーザーを対象として、サードパーティー製サブメー
ターを用いる約款を作成し、実証事業を実施している。

(実証結果)
➢ 2014年9月1日から2016年2月28日までの実証第1フェーズに

は、大手3社の下で241の需要家が参加した。
➢ 実証参加者の80%が、PEV充電費用の削減に成功した。また

72%はサブメーターサービスに満足していると回答した。他
方、サービス開始までの需要家・公益事業者・MDMAs間のや
り取りは煩雑なものとなり、契約までのプロセスについて満足
していると回答した参加者は46%に留まった。

➢ またこの実証では、第１フェーズに参加した241需要家のサブ
メーターからサンプルを抽出し、データロガーを併置して、両
者の結果を比較試験することで、サブメーターシステムの実使
用条件下での信頼度が評価された。ほとんどのサブメーターは、
要求精度(±5%)を満たした。

(出所) CPUC “California Statewide PEV Submetering Pilot – Phase 1 Report” < http://www.cpuc.ca.gov/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6442453395 >

3 米国

PEV Submetering Pilotにおける関係者間のデータフロー
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3.3 電気計量器の利用状況
3.3.1 制度上の仕様等～PEPCO”Energy Wise Rewards”におけるAMIの利用(1/3)

○ デラウェア州等のEDCであるPEPCO社*1は、家庭用エアコンの負荷制御メニュー”Energy 
Wise Rewards”を提供している。需要ピーク期に、PEPCOは最大5日の”Peak Saving Days”
を指定し、その間のエアコンの利用を抑制する。参加者は、機器1台辺り年40ドルが、請求書
上で控除される。

○ スマートメーターメーカーのItron社*2は、”Energy Wise Rewards”の企画・立案等を総合的
に支援した。同社のサーモスタットIntelliTEMP® DirectLinkTMや屋外スイッチIntelliPEAK
DirectLinkTMは、計量機能を備えており、PEPCOにLoad controlの実施状況や削減余地を、リ
アルタイムでレポーティングする。

(出所) Itronホームページ < https://www.itron.com/na/-/media/itron/integration/casestudy/101549cs01pepcoholdingsweb.pdf >

3 米国

*1 PEPCOはデラウェア州、ワシントンDC、メリーランド州、ニュージャージー州において公益事業者として活動している。これらの州は、
公益事業者に対しピーク需要の削減を求める規制を定めており（The EmPOWER Maryland Energy Efficiency Act of 2008等。）、PEPCO
はこの規制に応じて省エネ及びDRプログラムを展開している。

*2 Itron(アイトロン)は、エネルギーおよび水資源の効率的利用を支援する、世界大手の技術系サービス企業である。電気、ガス、水道、
熱エネルギー等の計量・管理技術、通信システム、ソフトウェアのベンダーであると同時に、エネルギーや水の使用量の計測・管理・解析に
係る包括的ソリューションを提供している。100カ国以上で8,000 社以上の顧客を持つとされ、スイスのランディス・ギア、ドイツのエルス
ター(2015年、電子制御システムや自動化機器の大手メーカーであるアメリカのハネウェルに買収された。)と並ぶスマートメーターの最大手
メーカーである。 2017年には、分散型エネルギー管理の先進企業として知られるconvergeを傘下に加えた。

またアイトロンは、分散型エネルギー管理と負荷制御ソリューションを包括的に提供している。これらのソリューションの中心になるのは
制御デバイスで、スマートグリッド上での制御オプションの拡張、分散型エネルギーマネジメントシステムの発動指令の管理等が制御デバイ
スを介して可能になる。これらのサービスは、負荷パターンを柔軟に制御することで、kW、kWhから得られる価値の最大化を目的としてい
る。同社は様々な公益事業者に、自社システムを活用したサービスを提案・支援している。
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(実施経緯)
➢ Energy Wise Rewardsは、旧convergeの技術提案の下、PEPCOが提供していた、家庭用エアコンの負荷制

御メニューである（現在は新規募集を終了していると見られる）。参加者には、”Energy Wise Rewards 
thermostat”または” Energy Wise Rewards outdoor switch”が支給される。6月から9月にかけての需要
ピーク期に、PEPCOは最大5日の”Peak Saving Days”を指定し、その間のエアコンの利用を、”Energy 
Wise Rewards thermostat”または”Energy Wise Rewards outdoor switch”を通じて抑制する。

➢ 参加者には、参加機器1台辺り年40ドルが、請求書上で控除される。

(プログラム成果)
➢ アイトロンはEnergy Wise Rewardsの成果について、以下のように公表している：

➢ PEPCOのMarylandの供給エリアの適格需要家の概ね半数がプログラムに参加
➢ 負荷削減 400MW
➢ 負荷制御デバイス設置数 45万6千個

”Energy Wise Rewards”の概要

(出所) PEPCOホームページ < https://homeenergysavings.pepco.com/smart-thermostat-savings/energy-wise-rewards >、
Itronホームページ < https://www.itron.com/na/-/media/itron/integration/casestudy/101549cs01pepcoholdingsweb.pdf >

3 米国

○ PEPCOは省エネ・DRプログラムの企画検討にあたり、アイトロンに協力を依頼し、家庭用エ
アコンの負荷制御による”Energy Wise Rewards”プログラムを開発した。

○ アイトロンはこのプログラムにおいて、プログラム管理、マーケティング、参加者の募集、情
報管理とカスタマーサポートに至るまで全面的に協力し、プログラムの実現を支えた。このプ
ログラムにおいて、アイトロンは45万6千個以上の負荷管理デバイスを供給した、と発表して
いる。

3.3 電気計量器の利用状況
3.3.1 制度上の仕様等～PEPCO”Energy Wise Rewards”におけるAMIの利用(2/3)
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(出所) PEPCOホームページ < https://homeenergysavings.pepco.com/smart-thermostat-savings/energy-wise-rewards >、
Itronホームページ < https://www.itron.com/na/-/media/itron/integration/casestudy/101549cs01pepcoholdingsweb.pdf >

3 米国

(参考： Energy Wise Rewardsの報酬)
➢ アイトロンと連携したプログラム展開は既に終了していると見られ、現在は次世代の負荷制御機器への切

り替えが進められている。
➢ 下は2019年3月現在も募集が続いている、MarylandでのEnergyWiseReward(BYOD)の約款からの抜粋で

ある。”CREDITS”にあるように、参加の報酬はサーモスタット毎月8ドルの定額で、年間最大40ドルと
なっている。

➢ また”PARTICIPATION”に規定されているように、支払いを受けるには、該当期間にWi-Fiに接続している
必要があり、接続していなければ、その需要家はプログラムから脱退となる。

Energy Wise RewardsTM Bring-Your-Own-Device (BYOD)

DEVICES: Customer may enroll an installed, in-use, and program-eligible smart thermostat in the BYOD Program to 
be controlled by Pepco during conservation periods. Pepco will provide Customer bill credits for one smart thermostat 
for each air conditioning unit or heat pump on the premises.

CREDITS: Pepco will apply an $8 Annual Reward Credit to Customer’s bill each month, June through October, for 
each smart thermostat enrolled in the BYOD Program. Customer can receive up to $40 in bill credits each year 
Customer participates in the BYOD Program. Pepco may modify the incentive structure at any time.

PARTICIPATION: Customer must maintain a Wi-Fi connection with the smart thermostat to participate in 
conversation periods. If the smart thermostat is not connected to Wi-Fi for an extended period of time, Pepco may 
unenroll the smart thermostat and the customer from the program. Customer will have the right to terminate 
participation in the BYOD Program at any time by calling Customer Support at 1-866-353-5798 or contacting 
PepcoTStatOpt@icf.com. If Customer ceases to participate in the program, Pepco will unenroll the smart thermostat 
in the operational and billing systems effective immediately. The smart thermostat will no longer participate in 
conservation periods and Customer will no longer receive bill credits.

3.3 電気計量器の利用状況
3.3.1 制度上の仕様等～PEPCO”Energy Wise Rewards”におけるAMIの利用(3/3)
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3.3 電気計量器の利用状況
3.3.2 具体的種類、スペック、用途等

➢ IntelliTEMP® DirectLinkTM（右上）は、CEA2045規格準拠のラジオ通信またはWiFiでの通信機能を備えた
サーモスタットであり、多種複数の空調システムを同時に管理できる。運転時刻プログラム機能・学習機
能・温度ベースの発停設定・ダイナミックプライシング対応等の機能を持つ。コンプレッサーの稼働時間、
空調設定温度、室温などが詳細に遠隔計量可能で、公益事業者は負荷制御余地を正確に把握できる。

➢ IntelliPEAK DirectLinkTM・・・（右下）は、Cellular (GSM/HSPA+) またはWi-Fi 2.4G (802.11 b/g/n)
での通信機能を備えた負荷制御デバイスであり、空調装置や温水器・温水ポンプを制御する。運転時刻ブロ
グラム機能・学習機能・遠隔計量機能・リアルタイムモニタリング機能を備え、ダイナミックプライシング
や負荷制御メニューに対応している。遠隔からのプログラミングも可能である。

制御負荷デバイスの概要

(出所) PEPCOホームページ < https://homeenergysavings.pepco.com/smart-thermostat-savings/energy-wise-rewards >、
Itronホームページ < https://www.itron.com/na/-/media/itron/integration/casestudy/101549cs01pepcoholdingsweb.pdf >

3 米国

○ ”Energy Wise Rewards thermostat”にはアイトロンのIntelliTEMP® DirectLinkTM

が、”Energy Wise Rewards outdoor switch”にはIntelliPEAK DirectLinkTMが採用されてい
る 。

○ それぞれ計量機能を備えており、PEPCOに負荷制御の実施状況や削減余地を、リアルタイムで
レポーティングする。
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4. 豪州における電気計量制度の詳細
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4.1 制度の全体像
4.1.1 制度変遷

4 豪州

○ 豪州では、「1960年国家計量法(National Measurement Act 1960)」に基づき、電力を含む
ユーティリティメーターの義務的要件を規定している。

○ また「2005年国家電力(南豪州)(新国家電力法)改正法(National Electricity (South 
Australia) (New National Electricity Law) Amendment Act 2005)」第4部に基づき、「国
家電力ルール(NER: National Electricity Rules)」が制定されている

○ 1960年国家計量法が、パターンや形式認証、検証など計測枠組みにおける初期段階において
適用されるのに対し、NERは稼働中の電気計量器に対する計測枠組みについても適用される。
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4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制

○ 豪州では、「1960年国家計量法(National Measurement Act 1960)」に基づき、電力を含む
ユーティリティメーターの義務的要件を規定している。また当該法律の下に、「1999年国家
計量規則(National Measurement Regulations 1999)」及び「2009年国家取引計量規則
(National Trade Measurement Regulations 2009)」の2つの規則(Regulations)が整備され
ており、適用等について詳細を規定している。

○ 豪州国立計量研究所(NMIA: National Measurement Institute, Australia)が、上記の計量法
関連の法律・規則の管轄の責任を担っている。

1960年国家計量法
(National Measurement Act 

1960)

電力を含むユーティリティ
メーターの義務的要件を規定

1999年国家計量規則
(National Measurement 

Regulations 1999)

2009年国家取引計量規則
(National Trade Measurement 

Regulations 2009)

計量法に基づく規制体系
(出所)MURC作成

4 豪州

(出所) 1960年国家計量法< https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00085 >、 1999年国家計量規則< https://www.legislation.gov.au/Details/F2012C00400 > 、
2009年国家取引計量規則< https://www.legislation.gov.au/Details/F2009L03479 >
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4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(1960年国家計量法(1/2))

○ 1960年国家計量法は、豪州国内における計量器及び計量制度に係る規制枠組みである。当該
法律の主な目的は、以下の通り。
✓ 物理量の単位及び測定基準に関する国内制度を確立すること。
✓ 豪州全域において、統一された単位及び測定基準の使用を規定すること。
✓ 国内計量制度の運用を図ること。
✓ 取引の計量に係る国内システムを構築すること。

第1編 導入(第1～6A条)

第2編 計量の単位と基準(第7～14条)

第3編 国家計量機関及び計量責任者(第16～18D条)

第4部 取引における計量器の利用(第18G～18GR条)
第1目 部の概観(第18G条)
第2目 取引において利用される計量器の要件(第18GA～GE

条)
第3目 計量器の検証(第18GF～GR条)

第5編 取引における計量器の利用に関する一般条項(第18H
～18HI条)

第6編 販売のため包装されている物品(第18J～18JZ条)

第7編 その他の物品(第18K～18KD条)

第8編 第4～7編の実施(第18L～18LQ条)

第9編 取引における計量の査察(第18M～18MZD条)

第10編 サービスライセンス(第18N～18NO条)

第11編 公用のウェイトブリッジ (第18P～18PU条)

第12編 サービスライセンスの保有者、公的なウェイ
トブリッジライセンスの保有者に対する懲戒処分(第
18Q～18QF条)

第13編 ユーティリティメーターの検証者(第18R～
18RI条)

第14編 雑則(第19～20条)

巻末注

1960年国家計量法の構成

4 豪州

(出所) 1960年国家計量法< https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00085 >
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○ 1960年国家計量法の「第4部 取引目的の計量器の使用(Using measuring instruments 
for trade)」では、取引に使用する計量器の使用要件や検証について規定している。

Part IV—Using measuring instruments for trade

Division 1—Overview of Part
18G Overview

Division 2—Requirements for use of measuring instruments for trade
18GA Measuring instruments used for trade to be verified
18GB Installing measuring instruments not of an approved pattern
18GC Supplying measuring instruments not of an approved pattern
18GCA Letting for hire or loaning unverified measuring instruments
18GD Inaccurate use of measuring instruments
18GE Using or supplying inaccurate measuring instruments

Division 3—Verification of measuring instruments
18GF Overview
18GG Meaning of verification
18GH Who is permitted to verify measuring instruments other than utility 

meters?
18GI Who is permitted to verify utility meters?
18GJ Register of verification marks
18GK Requirements for verification
18GL Standards of measurements to be used for verification
18GM Using a verification mark when not permitted to do so
18GN Sale or supply of measuring instrument marked by someone not 

permitted to do so
18GO Misleading marks
18GP Wrongful possession of an instrument for making a verification mark
18GPA Obligation to obliterate verification mark—person who adjusts or 

repairs measuring instrument
18GQ Obligation to obliterate verification mark—person who causes 

adjustment or repair of measuring instrument
18GR Measuring instrument taken not to have failed test procedures in certain 

circumstances

1960年国家計量法 第4編の構成

(計量器の承認パターンと検証)
➢検証されていない計量器を使用してはならない (s18GA)
➢承認パターンに基づかない計量器を設置 してはならない
(s18GB)
➢承認パターンに基づかない計量器を提供してはならない
(s18GC)

(不正使用)
➢不正確な測定や情報を与えるような方法で計量器を使用し
てはならない (s18GD)
➢不正確な測定や情報を与える計量器を使用または提供して
はならない(s18GC)

(計量器の修理義務)
➢計量器の性能にも影響を与える方法で調整または修理され
る場合、これは、ユーティリティメーター検証者 (utility 
meter verifier)によって実施されなければならない
(s18GQ))

○ 1960年国家計量法「第4編 取引における計量器の使用」では、取引に使用する計量器の使用
要件、承認パターン(approved pattern)及び検証(verification)について規定している。

4 豪州4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(1960年国家計量法(2/2))

(出所) 1960年国家計量法< https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00085 >
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○ 1999年国家計量規則は、1960年国家計量法の適用に関して、計量の基準(第3編)、計量器(第
4編)等について詳細を規定している。

○ 豪州国立計量研究所(NMIA)が指定する検証機関は、計量基準の検証を証明する証明書を発行
する権限を与えられている。

第1編 導入(第1～4条)

第2編 計量の単位(第5～7条)

第3編 計量の基準(第8～34条)
第1目 一般的事項(第8～10条)
第2目 計量基準の検証(第11～15条)
第3目 検証のマークと証明書(第16～21条)
第4目 検証の失効、取り消し(第22～23条)
第5目 計量基準の正確性、値、不確実性(第25～34条)

第3A編 人工物(第34A～34E条)
*人工物(artefact)とは、計量器以外の物理的対象物と定義されてい
る。

第4編 計量器(第35～44条)
第1目 序文(第35条)
第2目 計量器の証明書(第36～40条)
第3目 マークと証明書(第41～42条)
第4目 証明書の失効と取り消し (第43～44条)

第5部 標準物質(第45～57条)

第6部 計量器のパターン(第58～69条)

第7部 規制当局(第70～79条)

第8部 申請に基づかない検証、認証、認可及び指名の扱い
(第80～83条)

第9部 再考と見直し(第84～86条)

第10編 雑則(第88～90B条)

第11編 廃止条項(第91～92条)

第12編 移行措置(第93～94条)

附則1 豪州において法律で認められる計量の単位
附則2 追加的な計量の単位
附則3 国際単位系の接頭辞
附則4 許容される最大の不確実性(長さ)
附則5 許容される最大の不確実性(質量)
附則6 許容される最大の不確実性(体積)
附則7 許容される最大の不確実性と差異(長さ)
附則8 許容される最大の不確実性と差異(面積)
附則9 許容される最大の不確実性と差異(質量)
附則10 許容される最大の不確実性と差異(体積)
附則11 変換係数
附則12 許容される最大の誤差(法的に認められた計量器)
附則13 料金

1999年国家計量規則

4 豪州4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(1999年国家計量規則)

(出所) 1999年国家計量規則< https://www.legislation.gov.au/Details/F2012C00400 >
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○ 2009年国家取引計量規則は、1960年国家計量法の適用について、特に取引に使用される計量
器の詳細を規定している。
⇒取引に使用される計量器の検証について定めるほか、附則にて許容最大誤差などについても規定

2009年国家取引計量規則

第1編 導入(第1.1～1.6条)

第2編 取引に使用される計量器と実量器の計量
第2.1目 取引に使用される計量器に関する違反(第2.1～

2.27条)
第2.2目 検証、再検証と利用中の査察(第2.28～2.36B条)
第2.3目 バッチ試験とマーキング(第2.37～2.40条)
第2.4目 サービスライセンスとライセンス保有者(第2.40

～2.48条)

第3編 取引に使用されるウェイトブリッジ
第3.1目 一般的事項(第3.1～3.11条)
第3.2目 公用のウェイトブリッジ(第3.12～3.64条)

第4編 包装
第4.1目 定義(第4.1条)
第4.2目 第4編の運用(第4.3～4.6条)
第4.3目 名称及び住所のマーキング(第4.7～4.8条)
第4.4目 計量のマーキング(第4.9～4.26条)
第4.5目 使用できない表記と規定事項(第4.27～4.29A条)
第4.6目 乾燥(第4.31～4.31条)
第4.7目 欠落(第4.34～4.44条)
第4.9目 雑則(第4.46条)

第5編 雑則(第5.1～5.6条)

第6編 査察者 資格と身分証カードの形式(第6.1～
6.2条)

附則1 許容される最大の誤差
附則2 サービスライセンスの分類、下位分類
附則3 AQSマーク
附則4 印に関する例外
附則5 計量の印の表記
附則6 許容される計測の単位

巻末注1 巻末注について
巻末注2 略称
巻末注3 立法履歴
巻末注4 改正履歴

4 豪州4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(2009年国家取引計量規則(1/2))

(出所) 2009年国家取引計量規則< https://www.legislation.gov.au/Details/F2009L03479 >
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○ 2009年国家取引計量規則の第5.6条は、電力メーターを含む特定のユーティリティーメーター
について、1960年国家計量法「第4編 取引目的の計量器の使用」にて規定されるパターン承
認及び検証要件の遵守の適用除外(exemption)を規定している。

○ 2012年12月末までは、全ての電気計量器に対して、上記適用除外が規定されていた。しかし
規則5.6の改正に伴い、2013年1月1日以降、一部の電気計量器に対しては適用除外が解除され、
1960年国家計量法に基づくパターン承認及び検証要件の遵守が義務付けられることとなった。

5.6 Exempt utility meters
For section 4A of the Act, the following classes of utility meters
are exempt utility meters:
(a) gas meters;
(b) electricity meters installed before 1 January 2013;
(ba) electricity meters installed on or after 1 January 2013, 
other than electricity meters that measure less than 750 MWh 
of energy per year;
(…以下、略…)

5.6 Exempt utility meters
For the definition of utility meter in subsection 3 (1) of the 
Act, the following classes of meters are exempt from the 
operation of Part IV of the Act:
(a) gas meters;
(b) electricity meters;
(…以下、略…)

2009年国家取引計量規則 第5.6条(2012年末まで) 2009年国家取引計量規則 規則5.6条(最新版の)

2012年末まで 2013年1月以降

適用除外
(パターン承認及び検証の必要
なし)

全ての電気計量器 • 2013年1月1日以前に設置され
た電気計量器

• 2013年1月1日以降に設置され
た電気計量器(ただし年間計測量
が750MW未満のものは除く)

適用除外の解除
(パターン承認及び検証が義務
付け)

- • 2013年1月1日以降に設置され
た電気計量器(年間計測量が
750MW未満のもの)

2009年国家取引計量規則 第5.6条における適用除外の範囲

4 豪州4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(1)計量法に基づく規制(2009年国家取引計量規則(2/2))

(出所) 2009年国家取引計量規則< https://www.legislation.gov.au/Details/F2009L03479 >
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4.1 制度の全体像
参考: 制度上の特記的取扱い事項: パターン承認の要件

4 豪州

○ 豪州では、2013年1月1日より、電気計量器が取引計量システムに導入されており、取引のために設置され
た、年間750MWh未満の電力メーターはすべて、パターン承認と検証を受けなければならないことが規定さ
れている。

○ パターン承認の要件詳細については2000年4月策定されたNMI M 6-1が存在している。しかし、電力サブ
メーターに対してはNMI M6-1の適用を巡り一部困難な事項があることから、NMIAはコンサルテーション
を通じて取引に利用される電気計量器の承認標準について議論を開始した。

○ NMIは、国際規格であるOIML R 46を、豪州国内においてNMI R-46として採用することについて、「NRI 
R 46 Active Electrical Energy Meters(Draft)」を発表し議論を実施している*1。

○ 2017年10月に示されたResponse Paperにおいて、NMIは、電気計量器のパターン承認のための3つの方法
を提示している。
✓ NMI M 6-1： 現状の計測的・技術的要件(軽微な修正及び明確化を含む)
✓ IEC基準: IEC基準AS-IEC 62052.11、62053.21、及びAS-IEC 62053.22を採用
✓ NMI R 46: OIML R 46をNMI R 46として(大幅な修正なく)採用する。

*1 電気計量器の国際規格として、主に欧州で認められている国際電気標準会議(IEC)、北米で認められている米国規格協会
(ANSI)のC12規格に加え、国際法律計量機構(OIML)によるOIML R 46が存在する。豪州は、OIML条約の署名国として、ま
た1960年国家計量法の下で、パターン承認要件を設定する際にOIML基準を採用する義務を負っている。
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4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制

○ 「2005年国家電力(南豪州)(新国家電力法)改正法(National Electricity (South Australia) (New National 
Electricity Law) Amendment Act 2005)」第4部に基づき、「国家電力ルール(NER: National Electricity 
Rules)」が制定されている。NERの第7章は、豪州国家電力市場(NEM: National Electricity Market)におけ
る計測枠組みを提供しており、NEM計測手順書(NEM Metrology Procedure) において技術的詳細について
定義している。

○ 豪州の電力市場及び系統の運用機関であるAEMO(Australian Energy Market)は、NERにおける国立計量調
整者(National Metrology Coordinator)に任命されており、市場運用のための電気計量及びメータリング
データの収集に関連するNERの義務履行に責任を負う。具体的には、計測枠組み開発の責任を担うともに、
先述の計測手順書の管理の責任を担っている。

○ 先述の1960年国家計量法は、パターン認証や検証など計量枠組みにおける初期段階に適用されるのに対し、
NEMは主に稼働中の計量器のパフォーマンスを保証するものである。

2005年国家電力(南豪州)(新国家電力法)改正
法(National Electricity (South Australia) 

(New National Electricity Law) 
Amendment Act 2005)

国家電力ルール
(NER: National Electricity 

Rules)

NEM計測手順書
(NEM Metrology Procedure)

電力法に基づく規制体系
(出所)MURC作成

4 豪州

NER第7章において、
NEMにおける計測枠組みを規定

国家電力法第4部にて
NERについて規定

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >



95

○ 国家電力ルール(NER)「第7章 計量(Metering)」は、NEMにおける計測規則の枠組みを提供す
るとともに、NEM計測手順書の技術的詳細を規定している。
⇒1960年国家計量法が、パターンや形式認証、検証など計測枠組みにおける初期段階におい
て適用されるのに対し、NERは稼働中の電気計量器に対する計測枠組みについても規定される

Part A 導入
7.1 章の導入

Part B 役割と責任
7.2 市場参加者の役割と責任
7.3 計量調整者の役割と責任
7.4 計量供給事業者、計量データ供給事業者及び組込みネット

ワーク管理者の資格及び登録
7.5 AEMOの役割と責任
7.5A 組み込みネットワーク管理者の役割と責任

Part C 計量調整者の任命
7.6 計量調整者の任命
7.7 計量調整者のデフォルトの配置

Part D 計量設備
7.8 計量設置の手配
7.9 計量設備の検査、試験及び監査

Part E 計量データ
7.10 計量データサービス
7.11 計量データとデータベース
7.12 計量情報の登録簿
7.13 NMI情報の開示
7.14 小売顧客への計量データ提供

NER「第7章 計量」の構成

Part F 計量設備及びエネルギーデータのセキュリティ
7.15 計量設備及びエネルギーデータの安全性

Part G 手順
7.16 手順

Part H B2B要件
7.17 B2B契約

付属書7.1 計量登録
付属書7.2 計量供給事業者
付属書7.3 計量データ提供者
付属書7.4 計量設備の種類及び正確性
付属書7.5 最低限のサービス仕様の要件
付属書7.6 検査及び試験要件
付属書7.7 組み込みネットワーク管理者

4 豪州4.1 制度の全体像
4.1.2 現行の法体系～(2)電力法に基づく規制(国家電力ルール)

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >
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4.1 制度の全体像
4.1.3 制度の運用実態～(1)1960年国家計量法に基づく検証枠組み

4 豪州

(パターン承認)
○ パターン承認(pattern approval)は、計量器の形式や様式の評価プロセスであり、規定された

要件への適合性が判断される。合格した場合は、承認証明書が発行される。
○ 電気計量器のパターン承認仕様書としては、NMI M6(後述)が存在している。

(検証)
○ 検証(verification)とは、個々の計量器が最大許容誤差内で作動することを評価するプロセスで

ある。検証に先立ち、計量器は、パターン承認を経て、承認証明書を受ける必要がある。
○ 電気計量器の検証は、指定された「ユーティリティメーター検証機関(Utility Meter Verifying 

Authorities)」によって実施される必要がある。
○ 検証テストは、 National Instrument Test Procedure (NITP 14)(後述)にて規定される仕様

に従い実施される。
⇒豪州において製造される計量器は、ユーティリティメーター検証機関によって個別に検証さ
れなければならない。
⇒海外で「検証」を受け輸入された計量器も、豪州においてユーティリティメーター検証機関
によって検証される必要がある
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4.1 制度の全体像
4.1.3 制度の運用実態～(2)NER計測手順書(1/5)

4 豪州

○ NER計測手順書(NER metrology procedure)は、NER第7.16条に基づき策定されており、以
下の2つより構成される。
⇒「 Metrology Procedure: Part A National Electricity Market」
⇒「Metrology Procedure: Part B: Metering Data Validation, Substitution and 
Estimation Procedure for Metering Types 1–7」

○ 当該計測手順は、NER第2.3.1条に従って、AEMO、登録市場参加者、計量提供事業者
(metering providers)、計量データ提供事業者(metering data providers)等に対して適用さ
れる。

AEMO<https://www.aemo.com.au/Electricity/National-Electricity-Market-NEM/Retail-and-metering/Metrology-Procedures-and-
Unmetered-Loads>

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >

1. 導入
2. メーター提供の責任
3. メーター設置の要素
4. 最低限のサービス仕様
5. メーターリングの合計
6. 組み込みネットワーク
7. メーターリングタイプの変更
8. メーターリング設備の定期試験と検査
9. メーターの設置
10.メーター解約
11.メーターリング設備及びネットワーク装置の廃棄
12.メータリングデータサービスに対する責任
13.緊急時における優先順位

1. 導入
2. 妥当性確認、代替及び推定の原則
3. メータリングデータの遠隔取得を使用したメーター装置の

代替
4. 間隔メーターリング装置を手動で読み込むための代替およ

び推定
5. メーターリングデータが蓄積された計量設備の代替及び推

定
6. 計算されたMETERINGデータの置換および推定
7. 一般データの妥当性確認要件
8. 検針プロセスにおける妥当性確認
9. 登録プロセスにおける妥当性確認
10.メーターリングデータの妥当性確認
11.ロードプロファイルリング-蓄積データの変換
12.計量されない負荷-メータリングデータの決定
13.Transferの代替

「Metrology Procedure: Part B: Metering Data Validation, Substitution 
and Estimation Procedure for Metering Types 1–7」の構成「 Metrology Procedure: Part A National Electricity Market」の構成
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(形式仕様書、形式(パターン)承認)
➢ 形式仕様書において、計量設備の技術的仕様が定義。
➢ 電気計量器は、当該計測手順書で特定される関連する豪州規格及び国際規格の要求事項を満たすとともに、NMIAの権限の下

で発行された有効なパターン承認（もしくは形式試験証明書)を有することが必要とされる。

(検証)
➢ 検証とは、信頼性のある計量基準に照らして個々のメーターを較正(calibration)することであり、設置前に実施される。NMIA

が承認したサービス提供事業者(製造業者や輸入事業者、または計器設置者）が検証を実施することが出来る。検証は、NMIA
が承認したプロセスに従って実施される。

(メーター提供(現場設置))
➢ NERは、計量設備がメーター提供事業者(Metering Provider)によって提供され、設置され、維持されること、更にはAEMOが

計量供給のための認定プロセスを確立することを要求している。

(データ収集)
➢ NERは、責任者(またはAEMO)が計量設備からの計量データの収集に責任を負うことを規定している。AEMOは、この活動を実

施するためにサービス提供事業者を認定する
➢ このメータリングデータ提供事業者(Metering Data Providers) は、計量手順書(Metrology Procedure)及びサービスレベル

要件に従って、データの収集、検証、推計値等を行うことに従事している。

(サービス提供事業者の監査)
• メーター提供事業者(Metering Provider)及びメータリングデータ提供事業者(Metering Data Providers)は、NER要件に従っ

てAEMOに準拠する形で監査される。

NERにおける主な規定内容

4 豪州

○ NEM計測手順書では、パターン承認及び検証について1960年国家計量法の枠組みを踏襲する
ともに、計量器の設置やデータ収集等に係る手順の詳細について規定している。

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >

4.1 制度の全体像
4.1.3 制度の運用実態～(2)NER計測手順書(2/5)
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4 豪州

7.16 Procedures 

7.16.1 Obligation to establish, maintain and publish procedures 

(a) AEMO is responsible for the establishment and maintenance of procedures specified in Chapter 7 except for procedures established and 
maintained under rule 7.17. 

(b) The procedures authorised by AEMO under Chapter 7 must be established and maintained by AEMO in accordance with the Rules 
consultation procedures. 

(c) The Information Exchange Committee is responsible for the establishment and maintenance of procedures specified in rule 7.17.
(d) The procedures authorised by the Information Exchange Committee must be established and maintained in accordance with the 

requirements of rule 7.17. 
(e) The procedures established or maintained under this clause 7.16.1 must be published by the party authorised to make the procedure. 
(f) AEMO must establish, maintain and publish a list of procedures authorised under the Rules relevant to this Chapter 7, irrespective of who 

authorised those procedures. 

7.16.2 Market Settlement and Transfer Solution Procedures 

(a) AEMO, must establish, maintain and publish Market Settlement and Transfer Solution Procedures. 
(b) AEMO must publish any amendment to the Market Settlement and Transfer Solution Procedures. 
(c) All Registered Participants, Metering Providers, Metering Data Providers and Embedded Network Managers must comply with the Market 

Settlement and Transfer Solution Procedures. 
Note 
This clause is classified as a civil penalty provision under the National Electricity (South Australia) Regulations. (See clause 6(1) and Schedule 
1 of the National Electricity (South Australia) Regulations.) 

(d) If a Registered Participant, Metering Provider, Metering Data Provider or Embedded Network Manager breaches the requirements of the 
Market Settlement and Transfer Solution Procedures, AEMO may send to that Registered Participant, Metering Provider, Metering Data 
Provider or Embedded Network Manager a notice in writing setting out the nature of the breach. 

(e) If the Registered Participant, Metering Provider, Metering Data Provider or Embedded Network Manager remains in breach for more than 
5 business days after receipt of the notice from AEMO, AEMO must advise: 
(1) the AER; and 
(2) in the case of breach by a Registered Participant other than a Metering Coordinator, the Authority responsible for administering 
jurisdictional electricity legislation in the participating jurisdiction in which the connection point to which the breach relates is located. 

NER第7.16条該当部分

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >

4.1 制度の全体像
4.1.3 制度の運用実態～(2)NER計測手順書(3/5)
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4 豪州

7.16.3 Requirements of the metrology procedure 

(a) AEMO must establish, maintain and publish the metrology procedure that will apply to metering installations in accordance with this 
clause 7.16.3 and this Chapter 7. 
(b) The metrology procedure must include a minimum period of 3 months between the date when the metrology procedure is published and 
the date the metrology procedure commences unless the change is made under clause 7.16.7(e) in which case the effective date may be 
the same date as the date of publication. 
(c) The metrology procedure must include: 

(1) information on the devices and processes that are to be used to: 
(i) measure, or determine by means other than a device, the flow of electricity in a power conductor; 
(ii) convey the measured or determined data under subparagraph (i) to other devices; 
(iii) prepare the data using devices or algorithms to form metering data; and 
(iv) provide access to the metering data from a telecommunications network; 

(2) the requirements for the provision, installation and maintenance of metering installations; 
(3) the obligations of Metering Coordinators, financially responsible Market Participants, Local Network Service Providers, Metering 
Providers, Metering Data Providers and Embedded Network Managers; 
(4) details on: 

(i)the parameters that determine the circumstances when metering data must be delivered to AEMO for the purposes of Chapter 3 
and such parameters must include, but are not limited to, the volume limit per annum below which AEMO will not require metering 
data for those purposes; 
(ii) the timeframe obligations for the delivery of metering data relating to a metering installation for the purpose of settlements; and 
(iii) the performance standards for metering data required for the purpose of settlements; 

(5) subject to clause 7.16.4(d)(2), zero MWh as the specification for the type 5 accumulation boundary; 
(6) procedures for: 

(i) the validation and substitution of metering data; 
(ii) the estimation of metering data; 
(iii) the method: 

(A) by which accumulated metering data is to be converted by AEMO into trading interval metering data; and 
(B) of managing the first-tier load metering data that is necessary to enable the conversion referred to in subparagraph (A) to 

take place; and 
(7) other matters in the Rules required to be included in the metrology procedure. 

NER第7.16条該当部分

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >

4.1 制度の全体像
4.1.3 制度の運用実態～(2)NER計測手順書(4/5)
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4 豪州

7.16.4 Jurisdictional metrology material in metrology procedure 

(a) Subject to this clause 7.16.4, AEMO may include in the metrology procedure other metrology material that is in the nature of a 
guideline, specification or other standard for a participating jurisdiction in relation to type 5, 6 and 7 metering installations which 
alters the application of the metrology procedure for that jurisdiction (jurisdictional metrology material). 
(b) Jurisdictional metrology material may only be submitted to AEMO for inclusion in the metrology procedure by the Ministers of the 
MCE. 
(c) Jurisdictional metrology material submitted to AEMO under paragraph (b) must: 

(1) be in writing; 
(2) be provided to AEMO within sufficient time for AEMO to meet its obligations under this clause 7.16.4; 
(3) be consistent with the matters contained in clauses 7.16.3 and 7.16.5; 
(4) contain a date by which the Ministers of the MCE will undertake a review in relation to harmonising the jurisdictional 

metrology material with the metrology procedure (the review date); and 
(5) be accompanied by written reasons as to why the jurisdictional metrology material is required instead of the metrology 

procedure. 
(d) Jurisdictional metrology material may address the following matters: 

(1) guidelines for the replacement of a device capable of producing interval energy data with a device that only produces 
accumulated energy data; and 

(2) the specification of the type 5 accumulation boundary. 
(e) On receiving jurisdictional metrology material from the Ministers of the MCE, AEMO must undertake the Rules consultation 
procedures in relation to that material, including in that consultation the reasons referred to subparagraph (c)(5). 
(f) At the conclusion of the Rules consultation procedures under paragraph (e), AEMO must provide a final report to the Ministers of 
the MCE in accordance with rule 8.9(k) of the outcome of that procedure and: 

(1) in the case where the Ministers of the MCE do not advise AEMO of any amendments to the jurisdictional metrology material, 
AEMO must incorporate that material into a separate part of the metrology procedure; or 

(2) in the case where the Ministers of the MCE advise AEMO of amendments to the jurisdictional metrology material, AEMO must 
incorporate the amended material into a separate part of the metrology procedure. 

(g) The jurisdictional metrology material, as included in the metrology procedure by AEMO, expires on the review date unless the
Ministers of the MCE submit to AEMO new jurisdictional metrology material in accordance with this clause 7.16.4. 
(h) The jurisdictional metrology material must not prevent the metering data from being collected as interval metering data if 
required by the financially responsible Market Participant or a Local Network Service Provider for any purpose other than for
settlements. 

NER第7.16条該当部分

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/regulation/energy-rules/national-electricity-rules/current >

4.1 制度の全体像
4.1.3 制度の運用実態～(2)NER計測手順書(5/5)
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4.2 制度上の課題及び新たな検討状況
4.2.1 制度上の課題～(1)PoCの概要

4 豪州

○ 豪州政府に対するエネルギー政策諮問機関である豪州エネルギー市場委員会(AEMC: 
Australian Energy Market Commission)は、2012年以降、需要側参加(DSP: Demand Side 
Participation)を促進する市場形成を図るという観点から、 National Electricity Market 
(NEM)改革のパッケージの一環として「Power of Choice(POC)」と題して検討を実施してき
た。

○ 2012年12月、AEMCは、最終報告書として「Power of choice review– giving consumers 
options in the way they use electricity」を発表した。当該報告書では、提言の一つとして、
最新技術による電気計量器の導入とそれに付随するNERの改正等を提示している。

(出所) AEMC< https://www.aemc.gov.au/sites/default/files/content/2b566f4a-3c27-4b9d-9ddb-1652a691d469/Final-report.pdf>

メータリングサービスの概要
スマートメータ設備の役割



103

4.2 制度上の課題及び新たな検討状況
4.2.2 制度見直しに関する検討状況～(2)PoCの実施状況

4 豪州

(PoCによる改革の実施状況)
○ AEMCは、PoCに基づきNERの変更・修正を実施しており、2017年12月1日より施行されてい

る。
✓ メータリング及び関連サービスにおける競争の拡大(最終決定発表: 2015年11月26日)
✓ 埋め込みネットワーク(最終決定発表: 2016年12月17日)
✓ メーター交換プロセス(最終決定発表: 2016年3月10日)
✓ 電気事業におけるB2Bフレームワークの更新(最終決定:2016年6月30日)

○ 「メータリング及び関連サービスにおける競争の拡大」に関しては、最新技術によるスマート
メーターの導入を促すべく、市場を重視する形でNERを変更・修正することにより、メーター
リング事業者間の競争を通じて、需要家に対するサービスを提供することを志向している。ま
た電力メーターの設置・維持主体は、配電事業者から小売事業者への変更されている。

(AEMOの役割)
○ AEMOはPoC改革を主導する役割を担っており、NEM手順書の更新及び開発等を実施している。

2015年には「Power of Choice Implementation Program」を策定し、産業界とともに取り
組むべき主要な活動を詳述した作業計画(work plan)を策定した。当該プログラムは、以下の
ワークストリームとして整理された。
✓ AEMO Procedures Development workstream
✓ B2B(Business-to-Business) workstream
✓ System Development workstream
✓ Market Readiness

(出所) AEMC< https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Power-of-Choice/FAQ/PoC-Fact-Sheet-1---POC-Implementation-
Program.pdf>
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4.2 制度上の課題及び新たな検討状況
4.2.2 制度見直しに関する検討状況～(3)メータリング調整者(1/2)

4 豪州

○ メーターリング調整者(Metering Coordinator)は、PoCの下で新たに創設された役割である。
NEM内における登録参加者であり、送配電システムにおける需要家との接続点におけるメー
ターリングサービスの全般的な責任を負っている。

○ メーターリング調整者の登録には3つのカテゴリーがある。
✓ メーターリング調整者
✓ 初期メーターリング調整者– 既存のType5 (manually read interval)及びtype 6 (basic)による配電事業

者
✓ メーターリング調整者(type7-contestable unmetered supply)

○ 経済的責任市場参加者(FRMP: Financially Responsible Market Participant) (一般的に小売事
業業者)は、メーターリング調整者の任命責任を負う。

(出所) AEMC< https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Power-of-Choice/FAQ/PoC-Fact-Sheet-2---Role-of-the-Metering-
Coordinator.pdf>
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4.2 制度上の課題及び新たな検討状況
4.2.2 制度見直しに関する検討状況～(3) メータリング調整者(2/2)

4 豪州

• メータリングサービス提供事業者 (メータリングデータ提供事業者及びメーター提供事業者)の任命。
• メーターリングサービスの提供
• 計量設備が、NER及び関連手順に従って設置、設置及び保守されていることを保証
• 計量設備の構成部品、正確性及び試験がNER及び手順に適合していることを保証
• 計量設備の安全管理を確保する。
• 遠隔取得が使用される場合、または遠隔通信ネットワークへの接続を容易にするために使用される場合、インタフェースがイ

ンストールされ、維持されることを保証
• 間隔計(interval meters)が基本計(basic meters)に交換されていないことを確認してください。
• メーターリングデータサービスがNERと手順に従って提供されることを保証
• 計量設備へのアクセス、提供されるサービス及び計量設備に保持される計量データが、当該計量設備へのアクセス権を有する

者にのみ許可されることを確実にする。
• 切断及び再接続は、NER及び関連手順に従ってのみ実施されることを確認する。

各主体の関係

メーターリング調整者の役割

(出所) AEMC< https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Power-of-Choice/FAQ/PoC-Fact-Sheet-2---Role-of-the-Metering-
Coordinator.pdf>
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4.3 電気計量器の利用状況
4.3.1 制度上の仕様等～(1)NMI M 6-1に基づくパターン承認

1. 範囲

2. 用語

3. 計量単位

4. 最大許容誤差、区分及び最小測定量
4.1 最小測定量
4.2 Indicator間の最大許容変動
4.3 計算数量
4.4 決定誤差のルール
4.5 決定誤差の基準
4.6 計器定数
4.7 クラス指数
4.8 最大許容誤差値

5. 影響因子及び障害
5.1 影響因子及び障害に対する変動の限界
5.2 温度範囲
5.3 周囲温度変動による誤差の限界
5.4 湿度
5.5 日射
5.6 粉じん
5.7 始動・無負荷状態

6. 内部時計

7. 操作上の要件
7.1 施工適性
7.2 重大な過失時の対応
7.3 ディスプレイ
7.4 補助装置インターフェース
7.5 光ポート

8. 表示
8.1 メーター外観に表示する情報
8.2 告示

9. 検定証印及び押印
9.1 検定証印
9.2 シーリング

10. 一般
10.1 型式承認
10.2 検証

附属書A. 性能試験(Mandatory)
附属書B. 本文書と関連国際規格及びオーストラリア規格本文
書との相違点
附属書C. 義務的試験

4 豪州

○ 豪州では、2000年4月にNMIAが策定した「NMI M6-1 Electricity Meters – Part1: 
Metrological and Technical Requirements」が、電気計量器のパターン承認に係る要件詳細
について規定している。また「NMI M6-2 Electricity Meters – Part2: Test Report 
Formant」は試験報告書の形式について規定している。

NMI M6-1 Electricity Metersの構成

(出所) NMIA Webサイト <https://www.measurement.gov.au/Publications/PARequirements/Pages/default.aspx>
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4.3 電気計量器の利用状況
4.3.1 制度上の仕様等～(2)NITP for Utility Meters

4 豪州

○ 1960年国家計量法は、国内機器試験手順(NITP: National Instrument Test Procedures)は以下の通りで
あると規定している。
✓ 同法18GG条に基づき、主任計量学者が書面で決定した計量器の試験手順
✓ 取引に使用するためのパターン承認を受けた計量器の検証者により使用される。
✓ 同法18GK項に基づく検証要件の遵守を決定する唯一の方法、すなわち、取引に使用のためにパターン承

認された計量器が、所定の許容誤差最大値(MPE)または承認証明書に記載されたMPE内で稼動しているこ
と。

✓ 取引に使用のためにパターン承認された計量器の検証(verification)が、同法第10条の法的トレーサビリ
ティ上の義務に適合するように、参照基準と併せて使用されること。

改正
序文

1. 範囲

2. 用語

3. 検証の要件
3.1 基本要件
3.2 ユーティリティメーター検証者
3.3 検証テスト手順
3.4 シーリング
3.5 受諾基準
3.6 文書化及び記録

4. 検証方法論
4.1 一般
4.2 豪州で製造されたメーターの個別検証
4.3 輸入メーターの個別検証
4.4 輸入メーターのバッチ検証

5. 最大許容誤差

7. 電気計量器の試験方法
7.1 正確性
7.2 バッチ試験に関する規定
7.3 抜取方式

8. 水位計の試験方法
8.1 一般
8.2 手順
8.3 受諾基準

9. 水量計のバッチ試験の試験手順
9.1 一般
9.2 手順
9.3 受諾基準
9.4 抜取方式

10. 供用期間中(in-service)検査
10.1 電気計器
10.2 水道メーター

11.    参照
附属書A ユーティリティメーターのバッチ検証

NITP 14: National Instrument Test Procedures for Utility Meters

(出所) NMIA Webサイト <https://www.measurement.gov.au/Publications/NMIVDocuments/Documents/NITP14.pdf>
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イギリス ドイツ 米国 豪州

電気計量制度

計量法に基づく規制
(日本: 計量法)

• 1985年計量法
• 2016年計量器規則
⇒EU指令(MIDに準拠)

• MessEG
• MessEV
⇒EU指令(MIDに準拠)

(ペンシルベニア州の場
合)
• 州規約(Title 70)
⇒電力を含む公益事
業関連の計器は対象
外

• 1960年国家計量法
• 1999年国家計量規則
• 2009年国家取引計量
規則
⇒パターン承認・検証
等を規定

電力関連法に基づく
規制
（日本: 電気事業法）

• 1989年電力法(附則7)
• 1989年計量(認証)規則
• 1989年計量(パターン、建造、
設置方法の承認)規則

- (ペンシルベニア州の場
合)
• 州法(Title66)
• 州規約(Title52)
⇒PJMによるManual

• NER第7章
⇒NER計測手順書を規
定

形式承認・パターン
承認
(日本: 計量法に基
づき実施)

• MIDに準拠
• 国内法に基づく枠組みとして、

1989年電力法(附則7)に基づ
き承認・認証を実施

• MIDに準拠
• 国内法に基づく枠組みと
して、MessEG及び
MessEVにて承認・認証を
実施

• ANSI基準に準拠 • NMI M 6-1など

政府規制機関
(日本: 経済産業省)

• 製品安全・標準局
• Ofgem

• PTB
• BMWi, BSI, BNetzA等

• 州公益事業委員会 • NMI-A

制度見直しの検討状況

新たな検討状況 • Regulatory Sandbox等を通じ
た検討

• MsbGに基づくスマート
メータリングシステム

(カリフォルニア州の場合)
• Rule21に基づく検討

• Power of Choiceによる
メーターリングサービス
の競争拡大

参考:諸外国と日本の電気計量制度の比較


