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ＣＰＵＣ

カリフォルニア州公益事業委員会。
カリフォルニア州における電力・ガス事業に対する規
制・監督官庁であり、スマートメーターの導入目標の
設定やエネルギー使用情報に情報提供のあり方に関し
ての検討を進めている。

PG＆E

サンフランシスコを中心として、
カリフォルニア州北部に電力とガスを供給する公益事
業者。既に700万台のスマートメーターを導入し、弾
力的な料金プランに関する実証実験を進めている。

米国のスマートグリッド関連動向①

• 9月末、米国カリフォルニア州におけるエネルギー使用情報の利活用の動向を調査するた
め、公益事業委員会、電力会社、関連サービス事業者等にヒアリングを実施。

訪問先：カリフォルニア州公益事業委員会（ＣＰＵＣ）、Pacific Gas and Electric
（PG&E）、i Control、Control４、eMeter、Silver Spring Networks、

UC Barkeley（Energy Institute）、Electric Power Research Institute
（EPRI）等

【主要訪問先概要】

iControl

ホームセキュリティサービスを軸に、
宅内のエネルギーマネジメントシステム（見える化・
機器制御）を提供しているベンチャー企業。

Control４

ホームオートメーション
（住宅内の音響、照明、温度、セキュリティ等を一元
管理）システムを提供すベンチャー企業。
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米国のスマートグリッド関連動向②

１．カリフォルニア州は、エネルギー使用情報の提供・活用についての検討を推進

• スマートメーターの導入を前提として、ＣＰＵＣは、消費者へのエネルギー使用情報の
提供方法や柔軟な料金プランの導入に向けた議論を進めている。

（ＣＰＵＣが検討している消費者への電力使用情報の提供方法）

①電力会社がメーター情報を取得し、その情報を電力会社または（電力会社から情報を
受け取った）インターネットサービスプロバイダーが提供（1日遅れ、１方向）

②メーター情報をＨＡＮ側の機器が直接取得（リアルタイム、双方向）
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米国のスマートグリッド関連動向③

• PG&Eでは、料金プランとして、Peak Day Pricing（ＰＤＰ）を、2010年中に大規模
需要家に導入するとともに、2011年から希望する需要家（一般家庭含む）にも導入する
予定。

料金プラン例：Time of Use（TOU）、Critical Peak Pricing（CPP）、Peak Day Pricing（PDP）、
Peak-time Rebate（PTR）、Real-time Pricing（RTP）

電
力
料
金

朝 昼 夜

ＴＯＵ Pricing

Peak Day Pricing（PDP）とTime of Use（TOU）

PDP Pricing

(Critical Peak Day)

PDP Pricing

(Non-Peak Day)

Peak Day Pricing（PDP）
・TOUに似た料金体系。年間10日程度を、電力需要が集中す

るピーク・デーと定める。
・ピーク・デーは昼間の時間帯の価格がTOUより高額に、

非ピーク・デーは昼間の時間帯の価格がTOUより低額になる。
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Time of Use Pricing（TOU）
・１日を５つ程度の時間帯に分けて、各時間

帯で異なる料金を定める料金体系



米国のスマートグリッド関連動向④

２．今夏のスマートメーター・バックラッシュに関してCPUCが検証レポートを公表

• 2009年後半から2010年前半にかけて、PG&Eが実施したスマートメーターの導入に
よって、電力料金が大きく増加したとの消費者の苦情が多く寄せられたが（スマート
メーター・バックラッシュ）、本件に対して、ＣＰＵＣから依頼を受けた外部コンサル
タントが検証レポートを９月初旬に発表。

• 検証のために、実験室及び屋外でのメーターの計量試験（スマートメーター７５０台、
機械式メーター１４７台をサンプル抽出）、計量から料金請求までの全体システムの試
験、顧客の苦情内容（１３７８件）の分析と顧客への面談（２０回）等が実施された。

• 検証レポートは、カリフォルニアで導入が進んでいるスマートメーターの計量機能、料
金請求システムは、CPUCの求める基準を満たして正確に機能していると結論づけた。

• スマートメーターの導入によってＰＧ＆Ｅへの苦情が増えた理由として、以下のような
複数の要因が挙げられている。

 スマートメーター導入に際しての説明の丌足

 ＰＧ＆Ｅ側の説明丌足・苦情対応の悪さ 等

 スマートメーター導入時期と猛暑に時期が重なり電力使用量が増加した

 スマートメーター導入前の機械式メーターの計量が丌正確だった

 同時期に実施された電気料金の値上げ
（平均価格の上昇、月毎の使用量に応じた段階料金制における傾斜の強化）
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米国のスマートグリッド関連動向⑤

３．ＨＡＮ側のエネルギー使用情報を用いたサービスの展開

• Control4やiControlのような、ホームセキュリティ等のサービスを一般家庭向けに提
供していたITベンチャーが、追加的なサービスとして家庭内のエネルギーマネジメント
サービスを提供。

• ホームセキュリティ等の既に米国消費者に認知度の高いサービスと、エネルギー消費の
見える化や家電制御等の新サービスをセットで提供することで、新サービスの利用に対
して、消費者の利用が比較的進み易くなっていると考えられる。

Control4の提供するエネルギーマネジメントサービスの例

コントローラーを利用した
家電制御

ウェブ上での電力使用情報の
「見える化」サービス（ソフトウェア）の提供

5



ＯｐｅｎＳＧ（Open Smart Grid）における米国産業界の議論

 OpenSGは、2009年に、UCAIug（2002年6月設立。Ｕtility Communication Architecture International User Group。46カ国から155社の電力会

社・機器ベンダ等で構成）組織内に、スマートグリッドの標準化を促進するために設立された分科会。
 産業界が中心となり、Open SGの下に構成されるタスクフォースで、電力会社と第三者との情報のやり取りや負荷

制御等について、システム要件や制度及びベストプラクティスなどを検討。
 PG&E、SCE、FPL、Silver Spring Networks、Microsoft、Google、EPRIなど様々な立場のステークホルダー

が参加。

Open Smart Grid
技術委員会

オブザーバー
EEI,EPRI,UTC

SG セキュリティ
ワーキンググループ

SG 通信
ワーキンググループ

SG システム
ワーキンググループ

SG 適合
ワーキンググループ

ＡＭＩセキュリティ
タスクフォース

ＳＧネットワーク
タスクフォース

ネットワーク相互運用
タスクフォース

ＯpenＨＡＮ
タスクフォース

ＯpenADE
タスクフォース

ＯpenADR
タスクフォース

AMI Enterprise
タスクフォース

Utility AMI
利益団体

エッジ適合
タスクフォース

セキュリティ適合
タスクフォース

エンタープライズ適合
タスクフォース

家庭内に設置された各機
器をスマートメーターから制
御するための標準仕様を策
定するチーム

電力会社とオフィス・家庭な
どの需要家との間で、料金
表示や直接負荷制御をす
るための通信メッセージ交
換の標準を策定するチーム

低コストなＡＭＩネットワーク
とＤＲソリューションの実現
と拡張機能の開発および普
及促進のチーム

電力会社から電力利
用管理ツールを提供
するＷｅｂポータル会
社等に対して、情報提
供するための仕様を
策定するチーム
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Open ADE における情報提供手法の検討① ※ Autmatic Data Exchange

＜ADEで検討されているビジネスフロー＞ ※OpneADE 2.0 System Requirements Specification version:draft v1.8

電力会社

需要家

第三者

認証・規制
機関

電力会社に
登録

登録処理

第三者申請の確認 承認

ＡＤＥへの登録

第三者サービスへ
の登録

ユーザー認証
の処理

ユーザー認証
の付与

ユーザー登録
の処理

第三者へのデータ提供

データ受取
サービス
提供

サービス
利用

記録、費用
の清算

yes

no
終了

※

 OpenＡＤＥにおいて、情報提供に係わるビジネスフローは、４つのプレイヤー（電力会社、需要家、第三者、認
証・規制機関）で構成。

 需要家の受容性が高いモデルとして、電力事業者に第三者が登録する方式（次ページ参照）が議論されている。
・電力会社が、第三者の登録を行い、需要家に提示することによって、需要家が、安心して第三者からのサービスを
受けることができるモデル
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Open ADE における情報提供手法の検討② ※ Autmatic Data Exchange

（例：電力事業者に第三者が登録する方式） ※OpneADE 2.0 Business and User  Requirements Document version v1.8

※

電力会社のポータルサイト

電力会社

需要家

第三者
○○電力会社.COM

第三者へ、下記データを提供しますか？

【提供データ】
＜エネルギー使用情報＞
○期 間：2007年1月1日～2010年1月1日
○内 容：電力使用情報、ガス使用情報、住所、氏名等

提供を許可提供を拒否

サーバー

加工

蓄積
○○電力会社.COM

第三者サービスメニュー

見える化

見守り

省エネ

第三者A 第三者B

見える化

省エネ

故障診断

第三者C

見える化

省エネ

健康管理

クリック ○見える化

○省エネコンサル

○安心・安全

○利便性向上 など

①ポータルサイトにアクセス

③第三者への情報提供

④サービスの提供

電力会社のポータルサイト

②情報提供に合意

サービスを受けるために
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