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第７回スマートメーター制度検討会 

 

平成 22 年 11 月 19 日（金） 

経済産業省別館共用 944 会議室 

 

○林座長 

 それでは定刻となりましたので、ただいまから「第７回スマートメーター制度検

討会」を開催させていただきます。本日は御多用中のところ御出席いただきまして、

まことにありがとうございます。 

 初めに、本日御欠席されました委員の代理で御出席の方々を御紹介させていただ

きます。 

 石王委員にかわりまして安川様。 

 篠原委員にかわりまして横山様。 

 新野委員にかわりまして鈴木様。 

 土井委員にかわりまして松村様。 

 中山委員にかわりまして川井様。 

 以上の５名の方に代理として御出席いただいております。どうぞよろしくお願い

します。 

 それでは、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 

○山下課長 

 お手元の配布資料一覧にしたがって、まず資料１で議事次第。 

 資料２として委員名簿。 

 資料３として「スマートメーター普及に係る論点等について」。 

 資料４が「米国のスマートグリッド関連動向」というのが共通の資料で、あと参

考資料がいつもの１枚紙が２つついております。 

 もし不足があればお知らせいただければと思いますが、大丈夫ですか。よろしい

ですね。 

○林座長 

 それでは、改めまして、本日の議題につきまして、山下課長より御説明をお願い

いたします。 
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○山下課長 

 本日の議題は、資料３に論点が整理してありますので、こちらに基づいて御説明

させていただきたいと思います。 

 まず、１枚めくっていただいて今回の論点ですが、これはこれまでの議論におけ

る主な論点について、という前回の資料８に記載していたことですが、スマートメ

ーターの普及についてということでメーターに求められる機能とコストの低減と

いうことで、メーターに求められる機能については、メーター導入の時間軸や海外

事例及び我が国の現状を踏まえたシンプルなものにすべきであるが、それは何か。 

 それから、制度上の課題としてメーターの本格導入に当たって、計量法等制度に

おいて支障となっている事項はあるか。 

 費用負担のあり方ということで、電力会社等にとってのメリット、海外との比較、

時間軸を踏まえてと、社会全体としての便益等を踏まえてメーター導入に係る費用

はだれがどのように負担すべきか。 

 普及のスピードとして海外事例、我が国の現状、メーター関連技術の開発状況等

を踏まえつつ普及スピードをいかに考えるべきか。 

 スマートメーター導入に期待される効果ということで、電力産業等、需要家、産

業などにどのような効果がもたらされるか。また、現時点で想定が困難な便益をど

のように評価するかというのが、今回の論点でございます。 

 １枚めくっていただきまして、２－１．スマートメーターに求められる機能とい

うところに行かせていただきます。諸外国においても議論されていますスマートメ

ーターに求められる機能ということについては、需要家への情報提供ということを

前提にして遠隔検針、開閉等の最低限の双方向通信の機能を持った狭義のメーター、

それから需要家機器の制御機能も有した広義のメーターと大きく２通り考えられ

ております。 

 需要家機器の制御ということに関しましては、電力会社が需給調整の観点から行

うものと、需要家側が省エネ等の観点から行うものの２通りが考えられますが、前

者の電力会社側からの観点につきましては、第６回の検討会におきまして、社会的

受容性を含めた実需や技術的な実現可能性、コスト等を踏まえて、将来におけるさ

まざまなツール、これは通信インフラなど、の中から最適の方法を検討していくこ

とが必要というふうに提示させていただいたところです。 
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 需要家側の省エネの観点から行うものにつきましては、メーター自身で必ずしも

すべてやらなくても、ＨＥＭＳ側での対応というのも十分に期待できるところであ

りますので、ＨＥＭＳ等との連携機能分担により実質的な対応は可能ではないかと

いう整理をさせていただいたところです。 

 下に概念図が書いてございますが、概念図の中で示してありますように、狭義の

スマートメーターということで、遠隔自動検針、遠隔開閉、計測データの収集・発

信、これは電力事業者側への発信もありますし、ＨＥＭＳ等への発信もあるという

ことでございます。 

 それが前提となりまして、通信機能を有するＨＥＭＳ等の家庭内機器ということ

で、通信ネットワークを含めた、「見える化」あるいはエネルギーマネジメント機

能の実現ということを示させていただいております。 

 続きまして、スマートメーターに求められる機能（２）に参ります。 

 もちろん将来のＨＥＭＳ等のあり方によっては、広義のメーターというものも考

えられるところではあります。広義のメーターのメリットとしては、ＨＥＭＳを別

途設置することなく、すべての需要家においてＨＡＮの構成やそれによる家庭内の

機器制御が可能になるということが期待されるわけです。 

 一方でＨＥＭＳ機能もメーターに内包、一体化することになりますので、メータ

ーを設置した後、ＨＥＭＳ側の技術進歩への対応が難しくなってしまったり、メー

ターの技術開発のサイクルと、それよりもＨＥＭＳ側の技術開発のサイクルのほう

が早いので、そちらの制約にもなりかねないといった、そういった課題も一方では

あります。 

 また、現時点で広義のスマートメーターということになりますと、機能追加に係

るコストの上昇ということによって、必ずしも機器制御のニーズというのを十分に

お持ちでない需要家の方にまで、過大な負担を求めることになってしまう可能性が

あります。 

 エネルギー基本計画の中では、「費用対効果等を十分に考慮しつつ、2020 年代

の可能な限り早い時期に、原則すべての需要家にスマートメーターの導入を目指

す」というふうにされているところでありまして、スマートメーターの導入普及と

いうのは、そのスピード感に合わせていく必要がある。 

 これらのことを考えますと、まずは狭義のメーターを基本として、広義のメータ
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ーについては、需要家側の機器制御の必要性、それからＨＥＭＳ側のニーズを踏ま

えて、将来時点において改めて検討するという形のほうがよろしいのではないかと

いうことでございます。 

 続きまして、２－２でございます。需要家に提供されるメーター情報も、前回ま

でに議論させていただいたことでございますが、需要家側にどの程度の情報量を提

供するかというのは、メーターがどの程度の情報量を蓄積するのか。通信、情報に

係るトラフィックの状況です。電力会社等におけるサーバー、情報処理能力、それ

らに係る技術やコストとの兼ね合いで考えなければいけないだろうということで

ございます。 

 現時点におけるニーズというのを考えますと、現在も実測している計量値、逆潮

流及び時刻情報とするのがよいのではないか。 

 粒度についても 30 分間隔ということを前回も議論させていただきましたが、と

することを１つの目安とするのがよいのではないか。もちろん一方で、情報とか粒

度の拡張性というのは、各種の実証が今行われておりますので、これの成果とか、

多様なユースケースの実現可能性を踏まえて、適宜再検証していくということが必

要であろうということかと思います。 

 具体的に需要家に提供されるメーター情報で下の表にありますが、電力使用量に

ついては、電力会社等にとっては検針業務等において必要な情報ですし、需要家に

とっては省エネ・省ＣＯ２を実現する上での基礎情報ということになります。 

 逆潮流値につきましては、電力会社にとっては分散型電源による発電状況の計測

というものが可能になりますし、これは需要家にとっても、分散型電源の発電状況

の計測、把握が可能ということになります。 

 時刻情報は、電力会社にとっては料金算定にも利用可能ですし、需要家にとって

は省エネ・省ＣＯ２を実現する上での基礎情報ということであろうかと思います。 

 続きまして、２－３でございます。メーターのコストの低減という観点でござい

ます。料金を低減していくためには、メーターコストというのを可能な限り抑える

というのが、基本ということでございます。一般的に製造物を開発するに当たって

は、コストを低減する観点からは、一体的に標準化というのを図っていくのが本来

望ましいのではないか。 

 ただし、これまで電力メーカーについてお伺いしているところでは、電力メータ
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ーについては、現状においては設置スペースの問題であるとか気候の制約、それに

よる耐候要件、これが電力会社各社によって異なるというふうにされているところ

であります。そういう意味では外観上は、必ずしも同じような形のメーターという

ことにはなっていない状況ではあるのですが、一方で、電力会社及びメーターメー

カーが部品レベルの標準化が図られているところでありますし、共通化にも取り組

まれているというふうに伺っております。機能要件については、ＪＩＳで実際規定

されているというふうになっています。 

 一方、ガスメーターのほうを見ますと、既に新型メーターの開発仕様が統一され

ておりまして、通信システムについても都市ガス、ＬＰガス、水道などが参加する

オープンな協議会において、標準化仕様を策定中と。標準化によるコストダウンに

積極的に取り組まれているというふうに伺っています。外観上もほとんど似たよう

な外観になっているのではないかというふうに思います。 

 これからスマートメーターを開発していくという中では、これまでのメーターの

取り組み以外に、スマートメーターということになりますので、ＨＥＭＳ等との通

信がかぎになるわけですが、ここに係る部品の標準化、これによるコストの低減と

いうのが普及を拡大していく上では非常に重要だと。 

 ただ、もしそれのみで普及に十分なコスト低減の達成が難しいというような場合

には、通信部分を含めたメーター全体の観点から、標準化を含めたコスト低減とい

う方法を検証していくことが必要になるかもしれませんということを、整理させて

いただいております。 

 続きまして、３－１．計量法などの制度的な何か問題はないのかということの中

で、計量法における耐候性に関する規定ということを御説明させていただければと

思います。 

 スマートメーターの機能につきましては、ＨＡＮ側あるいは第三者側への通信機

能の対応可能性というのが議論されておりまして、通信機能の設置のあり方につき

ましては、前回の検討会で４通りの例というものをお示しさせていただいたところ

です。 

 下の表にありますが、これは前回と繰り返しになりますが、無線方式と有線方式、

それからＨＡＮ側への通信機を内蔵しているケースと外付けのケースということ

であります。 
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 内蔵のケースでいきますと、無線で幾つかの課題というのをここに書いています

が、内蔵無線のところを見ていただくと、課題としては通信障害、あるいはサイズ

的に通信機を内蔵できない可能性がある。別の通信方式への変更がなかなか難しい。 

 有線の場合は、これに加えまして、端子の接続方法によっては耐候性が低下して

しまう可能性がある。それからケーブルを引くために別途家屋の工事が必要なケー

スもあるということが挙げられております。 

 外付けのケースが右側にありますが、無線方式の場合には電源の確保、あるいは

通信障害、端子の接続方法によっては耐候性が低下してしまう。ＨＡＮ側の通信機

器を設置する際に、電気工事士の資格が必要になる場合もある。 

 有線方式のケースも同様に、耐候性の問題などが取り上げられているところであ

ります。 

 今お示しした中で、耐候性の議論がいろいろ言われているのですが、メーターに

配線用の加工を施すことによる耐候性の低下が懸念されているところであります

が、一方で既に電子式メーターの中では、通信用の接続端子を備えたものというの

も、実は流通しているようでございます。右側に参考として大崎電気さんの通信接

続端子を持つ電子式メーターというものがありまして、既にそういう意味では端子

を持ったものが普通に使われている状況にはなっております。これはもちろん計量

法の検定を通っているものであります。 

 ３－２．計量法における耐候性に関する規定（２）で、電力メーターの耐候性に

関する規定につきましては、計量法の中の「特定計量器検定検査規則」におきまし

てＪＩＳ規格Ｃ1211－２というところで、それによるというふうにされております。

下の参考のところに、具体的な書きぶりが書いてございますが、この基準に基づい

て、湿潤・亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験、注水試験などの耐候性に関する試験を

行うということが、計量法の中で定められているところです。 

 １枚おめくりいただきますと、具体的に耐候試験の例というのが、参考のほうに

絵で示されております。例えば耐候性の試験項目につきましては、気密性を見ると

いう意味で、亜硫酸ガスの試験というのが行われておりまして、これは密閉した容

器内で亜硫酸ガスの濃度を高めて、計器を一定期間放置して、その後、動作確認な

どを行う。これで基盤、金属部分とかあるいは表面のプラスチックなどにイオウが

付着したり、動作確認に影響を及ぼさないかどうかというものを検査しております。 
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 注水試験におきましては、水量毎分３ミリの割合でメーターに対して、60℃の方

向から降雨状態として１時間注水して、絶縁抵抗とかメーター内部への浸水の有無

を確認するということになっています。 

 これらはいずれも想定される過酷な環境下で、計器が正常に作動するかどうかと

いうものを確かめるものでありまして、メーターの密閉性をどう担保しないといけ

ないかといった詳細な構造を規定しているものでは別にないというのが、実際上の

ところでございます。 

 これはメーターに外部接続用の加工、穴を開けて端子をつけるとか、そういう加

工を施す場合にも該当して、こういった試験基準をクリアすれば、メーターの耐候

性は保証されるということになっています。そういう意味で、先ほどお示しした大

崎電気さんのメーターも、そういう試験を受けて合格をしているというものである

かと思います。 

 続きまして、費用負担のあり方についての論点でございます。 

 まず、メーター本体ということで、スマートメーターの導入・普及の観点から一

定規模の生産ロットの確保、標準化等を通じてコストの増加を可能な限り抑えるこ

とが必要です。ただ、導入初期には、どうしてもコスト増というのが避けがたいの

ではないか。 

 諸外国におけるスマートメーターの導入に係るコスト回収については、国とか企

業ごとに異なっていますが、政府による導入の義務付けと併せて料金認可が行われ

る事例が多く見られます。 

 これらはスマートメーターを、電力事業の業務効率化の観点から導入しているも

のですので、料金による回収を基本としているということかと思います。 

 これ以外にも、アメリカではアメリカ再生再投資法という法律の下に、31 のス

マートメーターの導入プロジェクトがありまして、最大で費用の 50％を補助して

いる。これは必ずしもメーターだけではなくて、いろんなプロジェクトの中の話で

すが、そういう例がある。 

 今、日本でも電力各社が取り組まれているところの新型メーターの実証というも

のがありますが、これは遠隔検針あるいは開閉などの業務効率化というものを目的

にして実施されているところでありまして、現時点におきましては、需要家に特段

の負担を求めるという状況には至っていないというふうに聞いているところでご
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ざいます。 

 次のページに、参考としてはアメリカの例ということで、「費用回収について－

米国」というものがあります。アメリカでは各州の公益事業委員会による、州法に

基づく導入の義務化、スマートメーター導入計画の承認というものが進んでおりま

して、スマートメーターの導入に伴う費用については、各州の公益委員会が各電力

事業者の事業計画を審査承認することで、料金による費用回収ということが認めら

れているところでございます。 

 次のページの参考でございます。先ほどは州の話ですが、今度は連邦政府のプロ

ジェクトですが、連邦政府といたしましては、プロジェクト名が幾つか例を書いて

ございますが、31 のスマートメータープロジェクトに対して、総額約 8.2 億ドル

の資金が提供されているところであります。 

 今、我々はこのレベルでしか情報がありませんが、詳細部分がわかっていないと

ころでありますが、この手の補助プロジェクトも動いているところということでご

ざいます。 

 もう１枚おめくりいただくと、欧州の費用回収の例というものがございます。欧

州におきましては、各国で法律などでスマートメーターの導入義務化というものが

進んでおりますし、第３次のＥＵの電力自由化指令におきましても、スマートメー

ターの導入が規定されているところであります。 

 スマートメーターの導入に伴う費用については、基本的に配電料金など、料金に

よる回収が認められているところというふうに聞いております。 

 次のページに行かせていただきますが、４－２．費用負担のあり方について（Ｈ

ＡＮ側通信）（１）というところです。 

 前回の検討会でＨＡＮ側方は第三者側への通信装置の設置方式の課題、方向性に

関して、内蔵型についてはそもそもメーター内に格納できるか。それから通信規格

の変更に対して柔軟に対応できるかといった課題があって、外付型については耐候

性、デバイスの電源確保、スマートメーターとの接続工事が発生するといった課題

がある。これは先ほども御説明させていただいたところですが、前回もそういう議

論をさせていただきました。 

 これらの課題を踏まえて、将来のあり方に制約がかからないように、現段階にお

いてはどれか一つという方式を、一義的にまだまだ決定できる状況ではないのでは
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ないかというお話をさせていただきました。 

 ただし、ＨＥＭＳ側における通信規格というものが定まっていない段階でも、実

際具体的なニーズが出てきた場合に、それに対応していくということをやっていく

ためには、ＨＡＮ側への通信装置が外付けされている方式を考えていく必要がある

のではないか。そうだとすれば、そのためには、それに対する通信装置の費用負担

の方法というものについて、検討を行っておかなければいけないのではないかとい

うことでございます。 

 なお書きで書いてありますが、現在、電力会社では先進的な実証実験の取り組み

をなされておりますので、これらでやられている取り組みとの整合性を含めて検討

することが望ましいのではないかということでございます。 

 次のページに行っていただきますと、今申し上げた話の続きでございますが、一

般論といたしまして、ＨＥＭＳ等への通信が、電力会社が事業の範囲において求め

られております、省エネ法あるいは個人情報保護法に基づく情報提供というものを

担保するための機能というふうに考えるとすれば、通信装置も含めて、メーターの

コストを料金から回収するという考え方もあり得るということでございます。  

 一方で、まだまだ通信規格が定まらないうちに、そういう状況では通信装置に要

するコストが、一体どの程度になるのかということを見通すというのも、なかなか

難しい状況であります。これを料金で回収しようとしても、そういう意味では通信

装置については、適切な料金原価という形で算定することは、なかなか困難な状況

にあります。 

 一方で、料金に添加するのかしないのかというものを明らかにしておかないと、

スマートメーターを早期に導入していくという観点からは、この点を明らかにして

おく必要があるのではないかということでございます。 

 そのために尐なくとも現時点では、外付型の場合の通信装置のものに係る費用な

ど、需要家向けの通信に必要な費用については、料金による回収の対象外という形

で考えていくことが、むしろ望ましいのではないかということでございます。  

 続きまして、５－１．スマートメーターの導入により電力会社に期待される効果

というところでございます。 

 諸外国におけるスマートメーターの全戸導入に向けた動きについて、米国は電力

需給の逼迫、欧州においては盗電の防止といった電力会社のニーズが背景にある。
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その上で系統管理の高度化のニーズとかＨＥＭＳによる需要家側のメーター情報

の活用による省エネ・省ＣＯ２、あるいは新しいサービスの創出といった長期的な

需要化や社会のメリットも見通している。 

 一方、我が国においては、配電自動化システムによる系統管理が進んでいるとこ

ろでありますし、電力需給の問題や盗電ということについても、問題が顕在化して

いる状況ではないのですが、そういう意味では電力会社に期待されるメリットとい

うのが、遠隔検針による業務効率化など、ほかに国に比べては、若干限定的なとこ

ろがあるのかなということでございます。 

 次のページ、５－２に行かせていただくと、ただ、スマートメーターの導入で期

待される効果としては、先ほど申し上げたのは電力会社の視点から見たらそういう

ことなのかもしれませんが、国全体で見れば、エネルギー使用情報の見える化とか

ＨＥＭＳとの連携による需要家側の省エネ・省ＣＯ２の推進だとか、メーター情報

を活用した新しいサービス、こういったものの創出で、生活の質が向上していくと

か、あるいは関連産業創出で経済を活性化していくとか、電力事業者の業務効率化

とは別ではありますが、多くのメリットが期待されているところでありまして、ス

マートメーター導入に対する潜在的ニーズというものはあって、これはまた将来的

にも増していくのではないかというふうに考えられているところです。 

 参考として需要家のメリットとしての見える化による省エネ・省ＣＯ２、あるい

はメーター情報を活用した新しいサービスの創出とか、これまでこの会の中でいろ

いろ提案していいただいたようなことを、ここに載せていただいております。  

 最後のページ５－３．スマートメーターの導入促進策についてということで、諸

外国におけるスマートメーターの導入促進策は、先ほど御説明させていただきまし

たように、１つは規制によって導入を義務化するという方法もあれば、義務化によ

ってそれに伴う料金改訂の認可という方式もあれば、事業者の実施するプロジェク

トに対する補助金による支援といったものが諸外国でやられている例がある。 

 日本におきましては、スマートメーターの導入が電力会社さんの業務効率化に資

するものでないというふうに判断されて、そもそも導入が難しいという状況になっ

た場合には、これを導入させていくためには、こういった方策をどういうふうに考

えたらいいのかということが、１つの論点としてあろうかという御提示をさせてい

ただいているところであります。 
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 私からの説明は、以上であります。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして、お手元の資料４でございますけれ

ども、「米国のスマートグリッド関連動向」について、情報経済課松田課長補佐よ

り御説明いただきます。よろしくお願いいたします。 

○松田課長補佐 

 資料４「米国のスマートグリッド関連動向」について、御説明差し上げます。  

 この位置づけでございますけれども、第２回スマートメーター制度検討会で三菱

総研さんが、アメリカのスマートメーターの現状を網羅的に一回調べていただいて

おりますけれども、その後の変化について、ポイントに絞ってヒアリングを行いま

したので、御報告させていただきます。 

 まず１ページ目でございます。基本的には一番アメリカでも取り組みが進んでい

るカリフォルニア州にヒアリング調査をしてございます。電力会社であるＰＧ＆Ｅ

とＣＰＵＣカリフォルニア州公益事業委員会、さらには、実際ＨＡＮ側でサービス

提供をする２つともベンチャーでございますけれども、i Control と Control４と

いったベンチャーにヒアリングをしてございます。 

 ２ページ目でございますけれども、ＣＰＵＣの側の今の最近の動向としましては、

スマートメーター導入を前提としまして、消費者へのエネルギー使用情報の提供方

法でありますとか、柔軟な料金プランの導入について、具体的な議論を進めている

という状況でございまして、実際今ＣＰＵＣが検討している消費者への情報提供の

方法としては、２つが考えられてございます。 

 パス１、パス２ということでございますけれども、パス１が、電力会社さんがメ

ーター情報を習得し、その情報を電力会社さん、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する。これは情報が流れるのは１

日遅れ、１方向という情報の流れでございます。 

 ②がメーター情報をＨＡＮ側の機器が直接取得、これはリアルタイム双方向とい

うことで、これはまだＣＰＵＣ社の中で検討している２つの方向でございますけれ

ども、まさにこの場でも議論されているような情報の流し方が、ＣＰＵＣでも議論

されているということでございます。 

 ３ページ目でございます。ＰＧ＆Ｅでございますけれども、料金プランとして
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Peak Day Pricing、ＰＤＰを 2010 年度中に、まさにもう 2010 年度中でございます

けれども、まず大規模需要家に導入し、来年度からは一般家庭を含む需要家、これ

は希望した場合について導入していくということでございます。 

 ＰＤＰでございますけれども、左下に尐し書いてございますけれども、ＴＯＵを

ベースにしてございますけれども、年間 10 日程度電力需要が集中する期間をピー

クデイと定めて、ピークデイ期間は昼間の時間帯の価格は、通常のＴＯＵより高額

になる。他方で、非ピークデイは、昼間の時間帯の価格は、ＴＯＵより低額になる

という料金プランを検討しているということでございました。 

 続いて４ページ目でございます。米国でスマートメーター・バックラッシュ、こ

の検討会の場でも議論がありましたけれども、2009 年後半から 2010 年前半にかけ

て、ＰＧ＆Ｅが導入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

たという消費者の苦情が多く寄せられた状況でございますけれども、本件に対して

ＰＧ＆Ｅのほうでも調査を断続的に実施してございましたけれども、ことしの９月

２日に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発表して

ございます。ＣＰＵＣとしてはこのレポートをもって、一たんの整理をしたという

認識でございました。 

 実際検証の中身でございますけれども、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 台と機械式メーター147 台をサンプル抽出をして、計量から

料金請求までの全体システムが、本当に間違いなく動いているのかということを調

べるということが一つと、もう一つが顧客の苦情内容、1,378 件について分析をし、

さらに顧客への面談を 20 回実施して、全体をまとめてございます。 

 検証レポートの結果としましては、スマートメーターの計量機能、料金請求シス

テムとしてはＣＰＵＣの求める基準を満たして、正確に機能しているというふうに

結論づけております。 

 もう一つスマートメーターの導入によって、ＰＧ＆Ｅへの苦情がふえた理由とし

て、複合的な要因という形で、以下の項目を整理してございました。一つはスマー

トメーター導入際しての説明不足ということで、これは実際ＰＧ＆Ｅがスマートメ

ーターに変えるときに、消費者に何も説明せずに勝手に、消費者側からすれば勝手

に変えたと。ＰＧ＆Ｅ側からすれば、自分が設置しているメーターなので、その更

新をいちいち消費者へ説明する必要はないんじゃないかというところからスター
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トしてしまったということで、これは反省して、今は消費者への説明を徹底してや

るというふうに変わってございます。 

 もう一つがＰＧ＆Ｅの説明不足、苦情対応の悪さというのが指摘されてございま

す。これは顧客から苦情があった場合、10 日以内に対応するというのが、ＰＧ＆

Ｅのもともとのルールで求められていたわけですけれども、実際は苦情があって６

カ月間、処理されないまま放置されたとかいうのが多数あったということでござい

まして、導入に向けて消費者の理解をどういうふうに求めていくのかというところ

が、対応不足だったのではないかというのが大きいと。 

 もう一つは、これは背景でございまして、スマートメーター導入時期と別の根拠

でございますけれども、猛暑に時期が重なり電力使用量が増加した。これにつきま

しては、前年、メーターを入れる前と比較して、実際苦情のサンプルでとったうち

の約９割の方が、もともと電力使用量が大幅に増加していたということが掲載され

てございまして、これがかなり影響したのではないか。実際スマートメーターその

ものの問題というよりも、猛暑で電力使用量が上がって、それで電力料金が上がっ

たということが、たまたまスマートメーター導入と時期が重なったために、ある種

の誤解が生じたということ。 

 もう一つがスマートメーター導入前の機械式メーターの計量が不正確だった。こ

のレポートでは機械式メーター約 147 個をサンプルでとってございますけれども、

このうちの６個が±２％の誤差をクリアできないという状況でございまして、他方

スマートメーターのほうは、ほぼすべてクリアしていたということでございます。 

 あと、同時期に実施された電気料金の値上げ、これはスマートメーターの導入と

は別で、月ごとの使用量に応じた段階料金制をとっていますけれども、これが傾斜

を強化してそもそも上がったということから、複合要因として整理されてございま

す。 

 ＣＰＵＣとしての立場としては、この整理で基本的には消費者にどう理解を求め

ていくのか、どう対応していくのかというところが不足していた。これをきちんと

やっていくというスタンスでございます。 

 これも踏まえて改善しながら、スマートメーターの導入自体はＰＧ＆Ｅで、我々

が行ったときで、電気とガスを合わせた数ですけれども 700 万台の導入が済んだと

いうことで、むしろ導入ペースを上げているというふうに聞いてございます。  
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 ５ページ目でございます。ＨＡＮ側のエネルギー使用情報を用いたサービスの展

開ということでございまして、Control４、i Contorol は両方、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というベンチャーでございますけ

れども、こういったベンチャーが、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しようという取り組みを進めてございます。ホームセキ

ュリティ等、アメリカならではでありますし、日本でもかなり普及しつつあると思

いますけれども、実際セキュリティのサービスで、提供している基盤をうまく使っ

てコストを下げて、エネルギー消費量の見える化でありますとか、家電制御等の新

サービスを提供していくということで、だんだんビジネスになってきているという

状況でございました。 

 ６ページ目が尐し話が違いますが、ヒアリング先で行った方々、皆さんが注目し

ている議論でございます。Open ＳＧ、オープンスマートグリッドにおける米国産

業界の議論ということで、この議論がかなり進んできているというふうに認識いた

しました。Open ＳＧは 2009 年に、電力会社さんが中心となってつくられているＵ

ＣＡIug の組織内にスマートグリッドの標準化を組織するために、設立された場で

ございます。実際この中の Open ＡＤＥタスクフォースという場がございまして、

これは電力会社さんが持たれた情報を、第三者のサービスプロバイダーにどう提供

してやり取りするかというのを議論する場でございます。 

 ７ページ目でございますけれども、Open ＡＤＥにおける情報提供手法の検討と

いうことで、この方法がひとつ有力な方法だということで議論されています。Open 

ＡＤＥにおいて情報提供に係るビジネスフロー、４つのプレーヤーが出てございま

す。電力会社さん、需要家さん、第三者のサービスプロバイダー、あと、認証・規

制機関というのが、この場合考えられてございます。 

 需要家の受容性が高いモデルとして、電力事業者さんが、認証機関が認証したサ

ービスプロバイダーを登録して、そのサービスプロバイダーに消費者がアクセスし

て、その範囲内において電力会社さんから第三者に情報の提供がされ、消費者がサ

ービスを受けられるというモデルでございます。８ページが尐しわかりやすく図示

したものです。 

 需要家が実際電力会社さんのポータルサイトということが想定されているよう

でございますけれども、電力会社さんのポータルサイトにアクセスすると、例えば
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見える化ですとか省エネとかこういったサービスの提供を受けられますというこ

とで、クリックをすると。 

 クリックをすると②でございますけれども、そういったサービスを受けるために、

第三者のサービスプロバイダーに下記データを提供しますかということで、画面が

出てまいります。これで提供を許可とすれば、第三者、もちろん消費者の選んだサ

ービスプロバイダーに情報が提供されて、見える化ですとか省エネコンサルである

といったサービスを受けられるというモデルが検討されてございまして、これは消

費者側からすると、第三者サービスプロバイダーは何がいいのかわからないので、

セキュリティ上問題があるかとかいろんな不安があると思いますけれども、ある種

認証機関とか電力会社さんがうまく入ることによって、割と消費者の受容性が高い

仕組みとして議論がされていて、皆さん、これに注目されているという形でござい

ました。 

 若干トピックス的でございますけれども、御報告を差し上げます。 

 以上でございます。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 この後は討論に入りたいと思います。委員の方々は活発な議論をお願いいたしま

す。 

 なお、毎回ですけれども、御発言される方は、お手元にあるネームプレートを立

てていただきますよう、お願いいたします。順に指名させていただきます。  

 なお、事務局に対する質問は最後にまとめて回答させていただきたいと思います。 

 それでは、各委員の皆様方、よろしくお願いします。重松委員。 

○重松委員 

 ＬＰガス協会の重松でございます。論点が圧倒的に電力中心の線に行っているの

で、こういうふうな意見を申し上げるのはいかがなものかと思いながら、あえてＬ

ＰＧのほうで逆に 2,500 万世帯のお客様を持っているということを踏まえて、若干

申し上げたいと思っております。 

 まず１点目ですが、前にも私どもの業界の報告をさせていただいたときに、マイ

コンメーターは 100％取りつけています。その中で双方向通信を 600 万個やってい

ますというお話を申し上げたと思います。我々のＬＰガスのメーターは、ここでい
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うスマートメーターの中の狭義の位置に入っていると、私は確信しております。  

 したがってこれからの二重投資を防ぐ意味において、まず狭義のスマートメータ

ーの範囲でしばらく進めさせていただければありがたいというふうなことです。  

 次に今の集中監視装置が 600 万個ぐらいついているわけですけれども、これから

いろいろ機能を持ってつけさせてもらうということになりますと、外付型のＨＡＮ

の設置、この方向でお願いをしていきたいということです。ＨＡＮ側でこれからの

多様性を含めて対応できる体制をお願いしたい。これも前回も申し上げたと私は思

っているのですが、あえて申し上げておきます。 

 その次に、もう一点は費用負担の問題ですが、ＬＰガスの場合には、自由料金と

いうことに今までなっていますので、いかに省エネ法上の努力義務というふうなこ

とであるにせよ、料金に転嫁するということにつきましては、非常に難しいという

考え方を持っています。 

 それから、同じようにＨＡＮ側の通信機の費用負担につきましても、今の 600

万個ぐらいの集中監視をつけておりますが、この費用負担もお互いの契約によって

いろんなケースがあります。これも一律にこの方向ありきというような形にすると、

ＬＰガス事業の場合には、相当無理があるのではなかろうかと、こんなふうな思い

がありますので、そのあたりは検討の対象の中に含めていただけたらありがたいと

いうふうに思っております。 

 以上です 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして、小林委員。 

○小林委員 

 東光東芝の小林ですけれど、２点ばかり確認をさせていただきたいと思います。 

 本当は前回聞いたほうがよかったのかもしれませんけれども、資料３で、ＨＥＭ

Ｓ側に出力を出すという話の中で、資料３－１から３－２、３－３なんですけれど

も、計量法というのを持ち出して、耐候性能というのが選ばれたというのが、どう

いう理由なのかちょっと私は理解できていないので、ここを説明していただきたい。

というのは、もし計量法でいくのであれば、もっと重要なテーマ、例えば外乱とか

そういうのがあるはずなので、耐候性能というのを特出しされた理由というのが、

ちょっとよくわからないなということです。 
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 それに関連してなんですけれど、私の認識では、計器の中で計量法に依存する部

分は、計量部だけだと思っているんです。ＨＡＮ側通信機とか電力側通信機とか開

閉器というのは、基本的には計量法対象外であるという認識を持っています。唯一

計量法の対象になるのかなと思っているのは、線を出すところだけだと思っている

ので、ここは基本的に先ほどちょっと山下課長のほうからも話がありましたとおり、

今まで実態としてやっておりますので、余り神経質になる必要はないのかなという

感じがしているということで、確認をお願いしますというのが、１つです。  

 もう一つは、このちょっと先、４－２費用負担のあり方というところで、条件を

確認だけさせていただきたいんですけれども、４つに分けて赤で囲んだほうは、基

本的にはＨＡＮ側の費用負担をだれが持つかということで囲まれたんだろうと思

いますけれども、こちらのセレクト条件というのが強いような感じが若干している

ので、ちょっと気にはなっています。 

 というのは左側の２つの内蔵型というのは、コストダウンの観点からメーターの

機能を軽くして安くしようという観点から言いますと、基板の上に載せたほうがは

るかに安くなると私は思っていますので、必ずしもこの赤いほうがいいんだという

ことではないのではないかと思っています。 

 条件として、確かに通信手段、メディアが決まっていない中で交換できるような

構造にしたい。あるいは電力の費用ではなくて受益者負担にしたいというのだった

ら、赤いほうかもしれませんけれども、コストダウンという点では左側かなという

ところがあります。今の計量法上、中に入れますと、やはり封印されてしまうんで

すけれども、ひとつ問題としては、こういうものが中に入ったときの法的扱いとい

うのをもう一度検討するべきかなと。一部の世界の国には、こういうところは、ボ

ードだけ外から変えられるような仕組みもつくっているように見受けられますの

で、これはひとつ将来的な課題なのかもしれないなと思っています。 

 以上です。 

○林座長 

 ありがとうございました。それでは、藤原委員のほうから。 

○藤原委員 

 まず、メーターの導入費用の負担に関してですが、我々としては開閉機能を含め、

我々との取引をしていただいているお客様のシステムの一部を担うということに
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なっているわけです。こういったものを取りかえていくときには、システム全体を

含め、どのように業務が効率的に回っていくか。どのようにして効率化したところ

の成果を享受できるかということを考えて、我々としてはメーターの導入を考えて

いくということになるかと思います。 

 従って、ある意味データ提供機能だけを捉まえて、料金を変えるのかという議論

では無く、いかにして効率化の中でこれを吸収していって、それを享受できるかと

いうことを考えていくということを、まずお話しさせていただきたいと思います。 

 ＨＡＮ側とのデータのやり取りですが、方法論と料金の問題ということがありま

して、前回ここでもお話をさせていただきましたが、今検討しているのは、いわゆ

るコンセントレーターとデータをやり取りする通信機を、同じように内側にＨＡＮ

側にうまく使えないかということを検討しています。それがメーター、通信機のコ

ストダウン等にもつながっていくということになりますので、ある意味では、外側

に付けないとだめだとか、方式を画一的に決められてしうと、かえって非効率化を

招きますし、選択肢を狭めることになるので、御配慮をお願いしたいと思っていま

す。 

 そういう意味で、今コストダウンということを申し上げたわけですが、ある意味

両方可能になると、言ってみますと、ＨＡＮ側に通信の情報を流すという機能もあ

わせて持つということになると、これからどのような形で、本当に上手くいくのか

は、成果を見極めていかなければいけませんが、それを果たして外部費用化する必

要があるのかということもあります。上手くいけば、それも両方、上手く兼ねられ

て、我々が導入しようとしているメーターのコストの中で収められるということに

なります。今、これを外部化すべきかどうかということを決めるのは、時期尚早と

い考えております。 

 18 ページに、電力会社がメーターを導入しないときにどうするかという記載が

ありますが、どのようなサービスが展開される。あるいはどのようなものが提供さ

れるかによって、姿が決まってくるわけです。場合によっては、付随的な効果が認

められれば、我々もこういったものに対して、前向きに取り組む。直接的なメータ

ー、計量のコストダウンにならなくても、広くコストダウンになるとか、メリット

が得られるということであれば取り組んでいくということになりますので、まだ、

サービスそのものが具体的に決まっていない中で、これをやらない場合にはどうす
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るのかという強制措置を検討するというふうに、私は採ったのですが、それを考え

るのも尐し早過ぎるというか、私どもといたしますと、そこまで強制的なことを記

載していいただかなくてもいいのではないかという気がします。 

 以上です。 

○林座長 

 ありがとうございました。続きまして、松村代理、お願いいたします。 

○松村委員代理 

 関西電力の松村でございます。今回委員の土井の代理で出席させていただいてい

ますので、よろしくお願いします。 

 ＨＡＮ側の通信機能の対応について、４－２（１）の✓３点目で、「現在の電力

会社等による先進的な取組を踏まえ、整合性を含めて検討されることが望ましい」

とご配慮いただいたことを感謝したいと思います。 

 以前、委員の土井がご紹介したとおり、新計量システムの試験導入を進めていま

して、合わせて開始していますＷｅｂを経由したお客さまへの情報提供についても、

ご好評をいただいています。 

 当社の新計量システムは、今回のご説明にあった狭義のスマートメーターに該当

するものと思いますが、当社といたしましては、まず新計量システムをしっかりと

作り上げ、本格システムとして稼働させられるよう、着実に取り組んでまいりたい

と考えています。 

 また、将来、様々なニーズがもっと具体化し、メーターに接続してデータが欲し

いといったご要請、広義のスマートメーターという話も出てくるかと思いますが、

新計量システムのユニット式メーターは、ユニット単位で組みかえが可能な拡張性

を持たせた構造にしていますので、その時点、その時点でよりよい対応方法を、そ

の展開方法も含めて考えていきたいと思っています。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして前田委員、よろしくお願いいたしま

す。 

○前田委員 

 東京ガスの前田でございます。 
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 最初に料金あるいはコスト回収の話について、述べさせていただきます。今まで

もガス事業者の場合は、スマートメーターに類似したシステムを一部導入していま

す。これらのコストは一部はレートベース側で回収をするということになっていま

す。スマートメーターは、実際にはＨＡＮと呼べるかどうかわかりませんが、セキ

ュリティサービス的なものと、事業者としての合理化部分の両方を兼ね備えている

ということになりますので、コストの一部だけをレートベースに入れ、一部は事業

として回収しています。そのような仕組みが既にスタートしているということを、

まず踏まえていただきたいと思います。、ただし、例えばそれが半分だとしたら、

すなわち半分レートベース側に費用を乗せられるようなレベルであれば、ＨＡＮ側

の事業が成立するので、あるロットは経済合理性が成立しております。ただし、Ｈ

ＡＮのサービスが無く、事業者のメリットだけで普及しようとした場合、残念なが

ら非常に微々たるものしか普及しておりません。これは当然のことながら、通常の

検針あるいはその他の従来型の方式に比べて高いからということなので、もし今回

議論しているスマートメーターを導入するとすれば、何らかの形で料金で回収する

という仕組みをきちんと担保しないと、相当数には到達しないのではないかという

懸念は、ここで主張されているとおりだと思います。 

 その場合の上乗せ分がどうなるのか、すなわち従来型のものに対する上乗せ分を

どうするのか。尐し細かい話ではありますけれども、課題になるのかなというふう

に思います。 

 それからもう一つ、普及が完了した場合の毎年のコストと移行時のコストという

のは相当違うので、その移行時のコストをどう取り扱うのかというのも、大きな問

題と思います。そのような意味では何らかのインセンティブが必要だろうというよ

うに思っています。 

 第２点目に全体のコスト低減について、先ほどからメーターのハードウエアにつ

いての話が出ていました。これは共通化するということである程度できますけれど、

実際にはハード面だけでなくて、仮に色々な制度、あるいは規制的なことが撤廃さ

れれば、もっと全体として安くなるというようなソフト的な対応によって、スマー

トメーターがもっと普及しやすくなるという側面もあるのではないかというふう

に思っています。 

 例えば検針ひとつをとっても、今月のご使用量等がどれだけでしたという紙を置
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いてくることになっておりますので、遠隔で検針しても、合理化できない部分が残

っております。そのところは例えば、お客様の要望に応じてということになると思

いますが、ウエブベースでのお知らせに変えるということであれば、何らかの形の

コストダウンができる可能性があります。 

 あるいは新しいメーターは、どちらかというと、従来の機械型のメーターに比べ

て電子的なメーターで、相当寿命が長い。これは明らかにもかかわらず、従来型の

計量法に従えば 10 年なら 10 年ということで取りかえなければいけない。本当は

15 年でも 20 年でも大丈夫なんじゃないかと思いますが、このようなスマートメー

ターについては、検定の満了期間をもっと長くするというような、規制緩和的な検

討が必要かなというふうに思います。 

 加えて、私ども特有の話なのですが、ガスを新たにお使いになるケースの問題。

これは、一時的に止めてしまってまた開けるというだけでしたら遠隔でできるので

すが、新たに御使いになる場合は、安全のためのチェック義務というのがあります。

スマートメーターとなった際に、これをどのような形で行うかという点についても

別途考えないと、全部が合理化されるわけではない。そのような話があります。そ

んなことを申し述べさせていただきます。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして城所委員、よろしくお願いいたしま

す。 

○城所委員 

 城所です。私のほうから３点述べさせていただきます。 

 主に事務局資料への質問なんですが、まず第１点は資料３の４ページ目の５番目

の点というのは、ちょっと議論としてどうなのかと思っています。「エネルギー基

本計画においては、『費用対効果等を十分考慮しつつ、2020 年代の可能な限り早

い時期に、原則すべての需要家にスマートデータの導入を目指す』とされており、

スマートメーターの導入・普及はそのスピードに合わせる必要がある」ということ

をもって、狭義のスマートメーターを導入するというのは、ちょっとおかしいので

はないか。 

 それはなぜかというと、実はエネルギー基本計画自体に問題があって、エネルギ



22 

 

ー基本計画の中ではこうなっているんです。「スマートメーターについては、狭義

には電力会社の計量関係業務に必要な、双方向通信機能や遠隔開閉機能等を有した

電子式メーターであるという考え方がある一方、これに加えて、エネルギー消費量

などの見える化やホームエネルギーマネジメント機能等を有したものであるとの

考え方もある。」 

 エネルギー基本計画の問題点というのは、スマートメーターを明確に定義してい

ないのにもかかわらず、2020 年代の早い時期にそれを目指すと言っていることで

す。定義をしてこういうのがスマートメーターです、社会的にこういうのが必要で

すと言って、だから普及を目指すというのはわかるんですけれど、すごくあいまい

な定義をしておきながら、2020 年代にスマートメーターの全戸普及を目指すんだ

といったところで、別に最初に定義していないので、例えば携帯電話をスマートメ

ーターと定義したら、携帯電話を普及させればいいのかという話と同じなので、そ

れはちょっとおかしいのではないかと思います。 

 したがって、エネルギー基本計画をもとにして、狭義のスマートメーターを目指

すというアプローチには、尐し違和感があります。 

 スマートメーターを狭義のスマートメーターで考えてその普及を目指すという

のであれば、より積極的な理由というのが必要なのではないでしょうかというのが、

第１点です。４ページに書いてある技術開発のサイクルが、計量部分とＨＥＭＳ側

で違うというのは、その１つになり得るとは思うんですが、そういう積極的な理由

が必要ではないでしょうか。 

 第２点、これも４ページなんですけれども、広義のメーターについてここで書か

れていて、私はこれまでどうしてスマートメーターを狭義のメーターに絞るんでし

ょうかという話をしていたんですが、恐らくここに関連するんですけれど、広義の

メーターがＨＥＭＳの機能を含む場合について検討されているんですが、逆に消費

者がＨＥＭＳを自主的に購入して消費者が購入するＨＥＭＳこそが、スマートメー

ターであると定義する考え方もあると思うんです。 

 どうしてそれができるかというと、ＨＥＭＳに対して計量法を通せばいい。そう

すれば、計量法上ＨＥＭＳは正規のメーターになります。電力さんもＨＥＭＳから

情報をとってくればいい。もちろん電力さんが自分の売った分は自分で測りたいと

いうことで、メーターをつけるというのはいいんですけれども、その分は社会的に
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必要じゃないとするならば、総括原価から省いていくとか、そういうアプローチも

あるのではないかと思います。 

 そうすると、この場合消費者が自主的にＨＥＭＳを取りつけることになるので、

より多くの普及を目指すのだったら、補助金等の政策が必要かもしれませんが、機

器制御のニーズのない需要家にまで過大な負担を求めることになるとか、第三者へ

の情報の提供の問題とかそういう問題もすべてクリアできると思います。そのよう

な考え方というのは、ここでは否定されているんでしょうかというのが、第２の質

問です。 

 第３点は、第１点、第２点と関わることなんですが、16 ページで、「電力会社

に期待されるメリットは、遠隔検針による業務効率化等、諸外国に比べて限定的」

と書いてある。基本的にスマートメーターを狭義のスマートメーターとして定義す

れば、それで得られる便益は、電力会社の業務効率化に資することから生じると思

うんですが、この 16 ページによるとそのメリットは薄いでしょうと。日本では盗

電とか脆弱な電力系統というものが、今までのところ余りないので、そうすると電

力会社にメリットはないということになるなら、そもそも何のために狭義のスマー

トメーターを目指すのでしょうかという問題が、出てくると思うんです。 

 先ほど申したように、狭義のスマートメーターとＨＥＭＳを別々に普及させよう

というのが、どうやらこの資料の意図のようなんですけれども、先ほど私が申し上

げましたように、計量法の対象をＨＥＭＳに変えて、これをスマートメーターと呼

ぶのであれば、そもそも電力メーターに積極的に意味を持たせる必要はなくなりま

すし、問題になっている電力メーターとＨＥＭＳとの通信機能さえ不要で、ＨＥＭ

Ｓで全部やってしまえばいいという話になるかもしれない。 

 いろんなことが考えられると思うんですが、申し上げたいのは、今後の整理のた

めにも何を前提としているのかというのをもうちょっと明確にしておくべきなの

ではないか。先ほど計量法に基づいた規制緩和が要るのではないかという御意見も

ありましたが、つまり計量法は絶対なのか。計量法のどの部分は変えられて、どの

部分を変えられないとするのか。それをもうちょっと整理しないと、なかなかきれ

いな議論にならないのではないかというのが第３点です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして、川井代理。 
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○川井委員代理 

 ＩＢＭの川井でございます。中山の代理として参加させていただいております。

大変内容の濃い資料ありがとうございます。非常にいい勉強になっております。  

 ２点ほどございます、１つは最初に山下課長様からご説明いただきました資料の

６ページにございます、ＨＥＭＳ等との通信の部分ということで、技術的なところ

は、私どもも関与できないというか不明なところも多く、初歩的な質問になってし

まうかもしれませんが、以前から手前どもでは、ユースケースや利用シーンを前提

にして機能というものを規定していただきたいということを申しておりました。そ

れに関連して、メーターとＨＥＭＳの通信部分も、利用シーンをいろいろと考えて

いきますと、例えばご利用になられる需要家の方が、家庭のご事情ですとか会社の

ご事情で引っ越しをされた時に、ＨＥＭＳ装置は家の中にある家電のようなもので

しょうから、そのままお持ちになられると思いますが、ＨＥＭＳ装置を引っ越し先

でも同様に使えるような仕組み、標準化、これはガスも同じかもしれませんが、含

めて御検討をしていただければと思っています。 

 そういった利用シーンの中で消費者の方が購入したものを再度買わなくてはい

けないというようなことは、なるべく排除できないか、と思っております。  

 ２点目は、私の勉強不足のところがありますが、米国のスマートグリッド関連動

向の３ページのところにＰＧ＆Ｅという会社様の料金プランが載っています。こん

なに多くの料金プランがあるというのを存じなかったもので、大変に参考になって

おります。私も不勉強で恐縮ですが、こういった料金体系は何らかのアメリカの法

律に基づいてつくることが許されているものなのか、それとも電力会社が約款とし

てつくることができるようになっているのかというのを、教えていただければと思

っております。 

 以上２点でございます。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。辰巳委員、お願いいたします。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。きょうもまた欧米の事例等さまざま御紹介いただきよく

わかりました。資料の 15 ページ５－１だと思うんですけれども、電力会社さんに

とってのメリット、デメリット、要するに特徴をお書きくださっていたと思います
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が、私としては、もうちょっと消費者の側の例えばＨＥＭＳのようなものの欧米の

状況というのも知りたいなと思いました。それが１つです。 

 この電力会社さんの状況を見る限りでは、かなり日本と欧米は違うのだなと、今

までの御説明でもありましたが、今回も改めて思いました。だから日本独自の方式

を考えようという方向性を示されたのだろうと思いますし、それはそれで望ましい

というか、そうあるべきかなと思います。 

 結果的に現実的な方向に落ち着くのかなと思ったんですが、消費者としては一番

気になるのはコストの点です。先ほど言ったＨＥＭＳ等のメリット、５－２、17

ページにお書きくださっている、こういうスマートメーター導入による効果のとこ

ろが、やはりなかなか私には具体的にイメージできないというのが、もう１つです。

だからこそ欧米でどういう具体的なメリットがあるのか、調査されてもしあるのな

ら教えていただきたいと思いました。 

 というのは私も基本的に否定はしません。やはり新しいことをどこかで誰かが考

えていかないと発展もないですから。 

 消費者として、コストの点が一番重要だと思います。お金を払うからには、何に

対して払うのか納得して払うのが消費者です。だからどういうサービスが提供して

もらえて、それに対して私たちにとってどんなメリットがあるのかというのがきち

んとわかれば、当然ですけれど、費用負担をするというのはあり得ると思うんです。 

 しかし、今まで使っている消費電力量に対しては、お金を払っていたが、計測機

械を自分で設置していないという経験がありますので、あえて電力会社さんにとっ

てメリットのある、きょうのお話のような形であれば、消費者が払うということは

あり得ないなという気がしています。今までの既得権というか、当然のように。  

 新しい機能が加わるということがもう尐し明確にわかるということであれば、払

うということはあり得ると思います。その１つの例で資料４の最後のページに、現

在こんな形のことを、検討中ということですが、御案内いただいたのだと思います。

これを理解でき、しかも需要家にとって得をするというか、メリットがあることが

明確になれば、こういうシステムであれば、消費者も払うのではないかと思います。 

 ただし、それは払いたい人と払いたくない人が必ずいますので、そこの選択がで

きるというのが、非常に重要かなと思って、きょうは聞いておりました。感想です。  

○林座長 
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 どうもありがとうございました。続きまして、鈴木代理、お願いいたします。 

○鈴木委員代理 

 ＧＥの鈴木でございます。新野の代理で出席させていただいています。 

 ３点ほどお聞きしたいんですけれども、１点目は松田様のほうから御報告いただ

いたバックラッシュの話です。非常に定量的な数字を出していただいて勉強になり

ました。この中で機械式メーターの計量が不正確であったということで、２％の精

度を超えていたものが数台あったというふうにお聞きしています。一方、スマート

メーターのほうは、基準を満たしているというふうに書かれているのですが、我々

メーカー側の立場で言いますと、スマートメーターの精度はプラスマイナス 0.2％

ということで、機械式よりも１けた精度のいいものを御提供しているつもりなんで

すが、ここでＣＰＵＣで行われた結果というのは、プラスマイナス 0.2％を基準に

しても満たしていたということかどうか。 

 あるいは機械式の２％でいいと思って計量されたのかどうか、この辺１点目お聞

きしたいと思います。 

 ２点目は計量法に関する項目です。これは小林委員がおっしゃったことと私も全

く同感で、耐候性だけに絞られた理由は何なのかというのを御説明いただければと

いうふうに思います。 

 今度スマートメーターはデジタル化するということで、従来のアナログの機械式

メーターを対象にした計量法のいろんな型式ですとか検定というものを、やはりこ

こでデジタル化ということで見直していく必要があるのではないかというふうに

思っています。 

 電力の分野では、十数年以上前になりますけれども、保護リレーをアナログから

デジタルに変えるという非常に大きなイノベーション、転換がございました。この

ときも実はスタートの時点では、アナログのリレーの規格というものを中心に、デ

ジタルに尐し修正する形で適用されていたんですが、最近はすべてデジタルをベー

スにした規格を取り入れるようになっていますので、この辺ぜひまたフィードバッ

クしていただければありがたいと思います。 

 ３つ目はコストの関係ですが、実はＧＥはもう 2005 年から機械式のメーターは

つくるのをやめています。その後、米国では各社さんもすべて機械式メーターをつ

くっておりませんで、今アメリカで機械式メーターを買おうとすると、アンティー
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クショップに行かないとないという冗談がまかり通っているわけなんですけれど

も、そのときに私どもが機械式をやめた大きな理由というのは、値段が全く違うと

いうことです。アナログの機械式メーターに比べて、デジタル型のメーターのほう

が安く御提供できるというところがあったかと思います。今回スマートメーターと

いうことで、デジタル化の話と通信の話が両方入ってしまっているので、日本では

こういったちょっとリープフロッグ的な試算になってしまっているような気がし

ます。 

 アメリカの歴史を見ていただきますと、アナログをデジタルにするときに、コス

トがダウンできたというのが非常に大きな要因だったのではないかということで、

この辺ちょっと情報として提供させていただきました。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして、大野委員お願いします。 

○大野委員 

 私からは 15 ページの費用負担のあり方のＨＡＮ側の方を１点だけお話させてい

ただきたい。 

 電気料金の場合、費用負担に関しては大きな原則を持っています。お客様の公平

性を確保するという観点から、１つは広く電気を御使用になっているお客様全体か

ら申し受ける方法で、これは電気の供給に関して必要となる設備そのものに対して

の費用になります。例えば電柱の上に設置しているトランスだとかそこから各家庭

への引き込み線のような費用です。 

 もう一つは、費用の発生原因、あるいは受益者が特定されている一定の場合、一

般に予定されている範囲を超える費用の部分については、それを求められる方に負

担をしていただく。こういう仕組みをとっています。例えば地中化していない区域

のお客様で自分の家だけは地中化してくれというようなお話があった場合であり

ます。 

 このような２つの原則を持っていまして、そういうときにＨＡＮ側のインターフ

ェイスに係る費用はどちらかというお話だと思うのですが、現在この仕組みは、先

ほど藤原委員が言われましたように、本当に外付けだけなのか、メーターの中に入

る場合があるのか。あるいはそもそもお客様側で全部の方が必要とされるのか、一

部になるのか。 
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 それは裏返しますと、こういうニーズがどれくらいあって、それがどれくらいの

ボリュームになってくるかということに関わってくると思っているのですが、まだ

そういうニーズとか費用に関して、あるいは仕組みに関してうまく収斂できない段

階で、これを決めるというのは、なかなか難しいことではないかと思っています。 

 したがってそのあたりのことをもう尐しクリアにしていった上で、考えたほうが

よいのではないかと思っているところです。 

 以上です。 

○林座長 

 ありがとうございました。続きまして服部委員、お願いします。 

○服部委員 

 ありがとうございます。私はまず資料３の４ページのところで、先ほど城所先生

からもエネルギー基本計画のところで、スマートメーターの定義がされていないか

ら、いろいろ問題というか議論が難しくなるという御指摘がありました。 

 私は城所先生の考えているポイントとは尐し違うのですが、エネルギー基本計画

のこの文言を前提にしているところで、いろいろ問題というか議論を難しくしてい

るのではないかと、私も思っています。 

 私はスマートメーターの定義と究極の目的、何のためにこれが必要で、かつ原則

すべてのお客さんにこれをつけなければいけない理由がやはりよくわからないと

いうか、ここにはまず書かれていない。 

 私も自分が勉強不足だと思って、エネルギー基本計画を読んだのですが、あまり

説得力がなかったというか、本当はまずここからもう尐し議論をしてもよかったの

ではないかと思っています。目的がもう尐しはっきりすれば、その目的に合わせて

必要かつ効率的なコストでそれを実現するためにはどうしたらいいかというふう

に話が進むと思うのですけれど、その目的を抜きに、こういうことができる、こう

いうことをしたらこういうコストがかかるということを議論しているので、混乱を

するのではないかなと思っています。 

 私としては、すべての需要家に必要なものとして設置しなければいけない理由と

いうのを、それが前提でスタートしたときには、私も自分が勉強不足だと思ってま

あいいかと思っていたのですけれども、もうちょっと確認というか、そういったこ

とをする必要があるのではないかなと思います。 
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 そういう意味で、18 ページの２番目は、私もどういうことを意味しているのか

なと思ったのですが、これも多分スマートメーター全戸設置がありきだから、電力

会社がやらない場合、やりにくくなった場合どうするかということを考えようとい

うことですけれど、そもそもそんなことをやる必要があるのかという素朴な疑問が

あるので、それでもやらなければいけない理由というのがここに書かれているべき

だし、恐らく基本計画の解説として、ここにその目的がしっかり書かれてあるべき

だろうと思っています。 

 それから、もう一つは、17 ページだったかと思いますが、何のためにスマート

メーターが必要かというところと関係して、恐らく期待される効果はこういうもの

があるから入れるのだという話になるのかもしれませんけれども、ＨＥＭＳによる

新しいサービス創出はいいとして、生活の質の向上及び社会的メリットの増大に書

かれているようなことが、本当にスマートメーターを使わないとできないことなの

かというのが私は疑問で、恐らくスマートメーターはこれらを実現するためには必

須じゃないと思いますし、仮にスマートメーターがあると、より効果的、あるいは

よりコスト削減になるというのなら別ですけれども、私自身はそういった理由は当

たらないのではないかと思っています。 

 この話自体，これを全戸でやらなければいけないという話でもないと思うので、

ここでも全戸設置という原則と、本当に全戸に提供しなければならないかというと

ころで、齟齬が生じるのだと思います。 

 もしこれが本当にメリットであり、かつスマートメーターを必要としなくてもで

きるサービスであれば、それは市場にゆだねて、欲しいお客さんがその対価を払っ

て購入すればいいのであって、スマートメーターとあわせて普及させるということ

ではないのではないかと思っています。 

 あとはちょっと細かい点などで、手短に終わらせますけれど、海外の動向のとこ

ろの、カリフォルニアの料金の話で、2010 年中に大規模需要家に導入するという

のは、産業用とか業務用ということでよろしいのでしょうかという確認です。  

 前後して済みませんが、もう一度資料３の３ページですが、下のほうに広義のメ

ーターで、「機能として明確に期待されているもの以外にも、デマンドレスポンス

機能・機器制御機能を含む場合がある」と書いてありますが、このうち尐なくとも

デマンドレスポンス機能は、恐らく狭義のメーターであってもできるので、これは
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広義のメーターじゃないとできないというふうに読まれないほうがいいのかなと

思って、一応そこは確認になります。 

 私からは以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして松村委員、よろしくお願いいたしま

す。 

○松村委員 

 資料を最初に見たときに、今日は１つだけ言って帰ろうと思っていたのですが、

他の委員の話を聞いて、どうしても言わなければいけないという点がいくつか出て

きました。結局９点申し上げます。 

 最初に耐候性に関して、小林委員、鈴木委員からも御指摘があった点と関連しま

す。確かにこれだけ特に出すのは変だと思われるのはもっともですが、私の理解で

は、ＨＥＭＳとの通信機能を外出しにする、そのために穴を開けるという議論をす

るときに、そんなことをすると雨が入ってきたりして困る、計量法のテストで非常

に深刻な問題が起きる、だからこのような方式を考えるのは非常に難しい、などと、

わけのわからないことを言う人がいるから、それはおかしいと説明するためにこの

資料がでてきたと理解しています。そういうわけのわからないことを言う人が１人

もいないなら、この資料は出さなくても済んだのだと思います。 

 だから計量法に関連してこれだけ特に重要なものとして取り上げたのではなく、

単に外出しするのも選択肢の１つとして考えてもいいのではないか、尐なくとも雨

が入ってくるからまずいとか、そういう理由で検討しないという馬鹿馬鹿しい議論

はやめようと、単にそれだけ確認すればよいと理解しています。何もここだけが重

要だと言ったのではないと思います。 

 ２点目。ＨＭＥＳとの通信機能の外出しのところです。藤原委員からも御指摘が

あったとおり、これにしろと決め打ちはしないでほしいというのは、よくわかりま

す。何も今からこれに決める必要はないと思います。色々と考えてもっとも効率的

で合理的なものを選べばよい。しかし私の理解では、今回の資料で出てきているの

は、選択肢の１つとして外出しの方式も考えるべしというだけだと思います。もし

実証をやるとすれば、こういう選択肢もあるということを考えて実証をしてくださ

いということであって、今からこれに決めたということではないのだと理解してい
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ます。もしそうでなければ、つまり本当にこの場で外だしに決めてしまうという意

図であれば、もう一度きちんと議論をする必要があると思います。それが選択肢の

１つだと考えるのは、現時点でもっともだと思います。結果的に外出しが非効率的、

不合理とわかれば、最終的に採用しないのは当然、という前提の議論だと思います。 

 ３点目、コストとその転嫁についてです。藤原委員からも、これ以上ないほど明

確に、サーチャージのような形で外出しをして消費者に負担を求めるつもりはない、

業務効率性の改善の範囲でちゃんととやると言っていただいたと理解しています。

先ほどコストの転嫁を心配されていた委員もいらっしゃいましたが、その点につい

ては基本的に心配ないのだと理解しています。 

 ４点目、エネルギー基本計画に関して。基本計画がおかしいという議論は、私は

全く賛同しかねます。エネルギー基本計画は基本的に 2030 年という長期を見通し

て、そこから大局的な見地からバックワードに解いて、それぞれの局面で何をしな

ければいけないかという広い視野に立って議論したものです。その性格から特定の

問題の詳細な技術要件などをすべてにわたって決められるわけがない。だから、基

本計画には定義がないのではなくて、定義として考えられるものとして２つ挙げた

というのが、正しい理解だと思います。ここでいう狭義のメータ、広義のメータと

いうのも、どちらの考え方もあるけれども、広義のメータの中で狭義のメータに含

まれない部分だけが先にほぼ全家庭に普及し、狭義のメータの部分が普及しないな

どというのは、技術的にはあり得ないとは言わないけれども、ありそうにないシナ

リオだと思います。つまり狭義のメータの機能が普及しなければ、そこに含まれな

い、広義のほうにだけ含まれる機能が、広く普及するなどということは、ほとんど

あり得ないわけです。したがってエネルギー基本計画の基本的な発想を取り入れれ

ば、尐なくとも狭義のスマートメータは、2020 年代の半ばまでには、ほぼ全戸に、

100％といっていないと僕は理解しますが、その点、服部委員と意見が大分違うよ

うですが、ほぼ全戸に普及させるというのは、読み方によっては広義のほうもとい

うことを言っているのかもしれないけれども、尐なくとも狭義のほうは普及させる

べしということを基本計画は明確に言っているのであって、この研究会はそのライ

ンにちゃんと沿ってやっているのだと理解しています。基本計画の性格からすれば、

基本計画としては十分明確な議論がされていて、それに合わせて、この場でもちゃ

んと議論がされていると理解しています。基本計画の発想がそもそもおかしいので
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はないかとか、これが不備だなどというふうには、私は全く思っておりません。詳

細な点はその後の研究会等に委任されており、基本計画は大枠を適切に決めたもの

だと理解しています。 

 ５点目です。ＨＥＭＳのほうで、こちらで計量法をパスして、そちらで計量も含

めてやるというやり方もあるという城所委員の指摘はもっともだと思います。しか

し、計量機能および家庭用の機器のコントロール機能をすべて備えたものは、まさ

に広義のスマートメータなわけですね。もちろんここでの議論は、広義のスマート

メータが、将来非常にコストが低くなって、それが普及するということを初めから

否定しているものではないと理解しています。その上で、現時点で見て、フィージ

ブルなものとして、まず狭義のスマートメータを普及させようということを言って

いるので、城所さんが言っているような議論を排除したものではないと思います。 

 ６点目です。今指摘した城所さんの議論のポイントは、私は、基本的に村上委員

がずっと言っていたことと同じだと考えます。つまりメータは、各家庭が自由に選

択しつけていいのではないかという議論と関係していると思います。計量法をパス

したのなら自由につけていいという発想がなければ無意味な議論で、城所さんの指

摘はそれを支持したものだと理解しています。この考えはもっともだと思いますが、

基本的にきょうの話とは関連していない。重要な話だとは認識はしていますが、私

は全く別の話と理解しています。 

 ７点目です。藤原委員に確認したいのですが、もし普及しなかったとすれば、ど

ういう対応をとるのか、電力会社さんが業務効率化に資するものではないと判断さ

れて、導入するものが困難な状況になった時にどうするかなどというようなことを

資料に明示する必要がない、時期尚早であるとおっしゃったのは、最後のページの

最後の点ですね。はい。そういうふうに力強く言っていただいたのは、大変ありが

たい。余計なことは言うな。ちゃんと私たちはやるからというふうに、これ以上な

いほど明確に言っていただいたので、こんなことは書く必要がないというのは、確

かに説得力があります。藤原委員あるいははっきりそう明言される電気事業者はそ

のような主張をするのは当然で、誠実な反応だと思います。しかし思い出してほし

いのですが、第１回から今回に至るまで、ずっとスマートメータに対して消極的な

発言を繰り返している委員がいます。そのような人が電力会社さんではなかったの

は救いですが、広い意味では、電力事業者さんの仲間の機関から出ている委員がそ



33 

 

ういう発言をずっと繰り返しているという事実を思い出してください。 

 発言は自由ですから、そのような発言を非難するつもりはありませんが、そうい

う発言を聞いていれば、不安になって当然です。だからそういうことは起きないと

は思うが、実際にそういう発言をする人がいるわけだから、そうなったときのため

にちゃんと議論をし、整理し、準備しておくは、極めて自然なことだと思います。

そのような発言を繰り返す委員がいるのにもかかわらず、準備しないのでは、私は

むしろ不安です。 

 こういう議論が出てくるたびに、電力事業者さんはそんな余計な心配はするな、

ちゃんとやるからと言っていただければ、みんな安心するので、何の問題もないと

思います。別に資料に出てきたって問題はないし、議論をしたって問題ないし、む

しろ議論すべきだと思います。 

 ８点目です。この点だけはもともと言おうと思っていた点です。電力事業者さん

の業務効率化の効果は、欧米に比べて限定的であるというのは、私は納得しかねま

す。確かに盗電などの問題が相対的に小さく、したがって欧米であるメリットが日

本で余りないと思われる点が多くあるというのは理解します。しかし逆に、日本で

メリットがある点も多くあると思います。一つ一つ挙げていくと膨大な時間になっ

てしまいますし、更に、電力事業者さんからは、現時点の見込みではコストがすご

くかかる割には限定的だから導入しないなんていうことは言わないということも、

明示的に言っていただいたので、これ以上議論しても余り意味がないと思うので、

これ以上は言いませんが、私は日本に特有のメリットもあると思っています。  

 これで最後です。服部委員から、市場に任せるという議論がありました。これは

非常によい視点だと思います。この議論は、まさに村上委員が御指摘になっていた、

さっき私が第６点目として指摘した点と直結した話だと思います。市場メカニズム

に任せるというのは、極めてもっともなことですが、それを強く打ち出すのであれ

ば、その点を議論するときに一緒にメータの自由化も議論をする必要があると思い

ます。広義のメータに含まれる機能で狭義のメータに含まれない部分に限定して市

場メカニズムというならともかく、狭義のスマートメーターについても消極的な発

言を繰り返し、市場メカニズムと言っているわけですから、当然の前提として広義

だけでなく狭義のスマートメータについても自由化を前提としているのだと思い

ます。そうでなければ辻褄が合いません。 
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 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして、伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 

 御指名ありがとうございます。何点か御質問と意見を述べさせていただきたいと

思います。 

 最初はメーターの設計に関して、ＨＡＮ側の通信機能を外付けにするか内蔵する

かという議論が、今日、一部されていましたけれども、この点については、無線方

式でやるならば、通信規格、有線方式なら通信規格と接続端子の形状を規定すれば、

どういう形態であっても何ら問題は生じないと考えればよろしいと思いますので、

特に通信と制御に係る分野については、性能とか機能の向上が今後大きく見込まれ

るという観点で考えると、現時点でここは規定をする必要はないのではないかとい

うふうに考えております。 

 ただ、通信の制御の分野については、性能機能の向上が進むという観点、この観

点を別にとられますと、計量部、開閉部、既存のメーターにかかわる分野について

は、既に技術的に成熟して完成されているものでございますので、これは実は切り

分けて考えたほうがいい。後々費用の負担についてもかかわるお話でございますけ

れども、例えば費用負担という観点で考えるならば、単年度で費用処理できるメー

ターについては、いかにコストを低減できるかというのが、ポイントになってくる。 

 計量と開閉の分野については、日本のメーターについては、極めて高い精度で耐

用年数の高いものがつくられていますので、むしろこの分野については、耐用年数

を延ばすということも、選択肢の１つになり得るのではないかというふうに考えて

います。 

 一方、通信制御にかかわる分野については、メーターそのものについては、これ

は単年度で費用処理されますので、繰り返しになりますので、コストをどう低減で

きるかということを議論されているお話だと思います。そのバックヤードといいま

しょうか、通信制御に係るインフラストラクチャーについては、これは償却資産に

該当するものではないかと思いますので、キャッシュコストの低減につながるよう

な、例えば償却年数の短縮でありますとか、増加償却を認めるといったような方法

について、検討を行うのが１つのアプローチではないか、方法ではないかと考えて
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おります。 

 アメリカのスマートグリッドの関連動向の御説明ありがとうございました。とて

も参考になりました。参考になると同時に、この解説をいただいて、中身を検討さ

せていただいた結果、まずバックラッシュについては、日本では起き得ない事象で

あるということが確認でき、日本の電気事業がいかにきちんと運営されているかと

いうことが確認できたという点で、参考になりました 

 大口ユーザー向けの料金プランの見直し云々という項目についても、日本のネッ

トワークについては、アメリカ流のスマートグリッドの議論でいきますと、ほとん

どスマート化されておりますので、尐なくとも大口料金の分野については、電気事

業者の方が導入しようと思えば、簡単にこのような仕組みを導入できるであろうと

いうことが理解できました。これらから、日本がこの分野（スマートグリッド）に

おいて、現時点において相対的に優位なポジションにいるということが理解できま

した。これが、アメリカ関連動向をお伺いした中で、強く認識できたことでござい

ました。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。続きまして米原委員、お願いいたします。  

○米原委員 

 アメリカの報告につきまして、私も伊藤委員と同様に驚きましたんですけれど、

今の機械式メーターが設置されているものの４～５％が基準を外れていたという

ことは、我が国の事情と全然違うんだなということで驚きました。 

 この資料で一番最後に今一番ホットに検討されているという事例が御紹介され

ていました。これは顧客の個人情報を、いかに形式を踏んで管理をしていくかとい

うことを検討した結果だろうというふうに思いますけれど、第三者への情報提供と

いうのが、電力会社から行われるということであれば、恐らく１日遅れのデータだ

ろうというふうに思いますけれども、この辺はもしわかれば教えていただきたい。 

 １日遅れのデータであっても見える化や省エネ関係だけでなく、安心・安全にも

役に立つという面があるというようなことについて、もしそうであれば結構だなと

いうふうに考えた次第でございます。 

○林座長 
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 どうもありがとうございました。続きまして梅嶋委員、お願いします。 

○梅嶋委員 

 私のほうからは通信を中心に意見を述べさせていただきたいと思っています。  

 １つは、本日の資料にもありましたけれども、大きいメーターと小さいメーター、

広義のメーター、狭義のメーターという議論があると思いますけれども、狭義のメ

ーターのほうから計量値と逆潮流値、そして時刻情報というものが、ＨＥＭＳ側の

ほうに提供されるというようなメッセージをそろそろ出すことによって、今、情経

課さんが中心になって、広義のメーターの検討をしておりますので、そちらの検討

を同期をす薄めるためにも狭義のメーターにおける検討の経過を広義のメーター

の関係者に共有していただきたいというのが、１点目のお願いの部分になります。 

 ここから先は、通信の部分に関する意見なのですけれども、まず１点目は、無線

と有線という分け方がされていましたけれども、これはメーターの設置場所によっ

て大きく異なってくると思っています。これは電力会社さんがメーターからデータ

を取得とる場合もＨＥＭＳ側がデータを取得する場合も、とにかく情報をメーター

からとり出さなければいけないという要素は同じでありますので、その辺はどうい

う取得方法が一番いいのかという部分は、電力会社及び HEMS と分けずに協力体制

が構築できるのではないかと思っております。 

 これが無線になった場合には、ここで議論をすることではないかもしれませんけ

れども、私は今ＷＩＭＡＸの会社を運営している関係から、周波数帯が大きく影響

してまいりますので、やはり無線ということを議論するときには、周波数帯も絡め

た議論をしないといけないのではないかと思っています。それが１点目です。  

 ２点目、通信関連で申し上げますと、今回の資料の中でこれは意図的に分けられ

ていると思っているんですけれども、通信対象別に通信機を分けるというのは、非

常に高コストになってまいりますので、やはり１個の通信機がつけば、その対象者

が送る先が電力側であってもＨＥＭＳ側であっても、同じ機器で対応できると思っ

ておりますので、やはり物理的な機器は同じものでいくのが適切ではないかと思っ

ています。その上で通信機器、即ちチップのコストや通信費に関して計算、どうや

ってコスト負担配分するかということを考えるべきだと思っております。機械とし

て分けるという話とコスト負担として分けるという話を、明確に分けた形で議論を

していかないといけないと思っています。 
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 通信に関して、３点目ですけれども、今回、もしかすると狭義のメーターから情

報が発信される粒度というものが、何か通信コストからひょっとして規定されてい

るのではないかという危惧感を持っております。これに関しては、2020 年に全戸

に設定となりますと、例えばインターネットのマルチキャストを含めて、通信コス

トは低減する方向にやはりなっていますので、これを考えるときに現在の通信コス

トの上でメーターからの情報発信粒度を決めることは、ぜひ避けていただきたいと

いうふうに思っております。 

 通信に関して４点目の部分なのですけれども、これは先ほども議論があったと思

いますが、ネットワーク化されたものの価値を配分するということを考えると、あ

る程度の域値まではどんな手を使ってでも普及してからでないと、価値配分しよう

にも配分できないというところがあります。つまり、ある程度地域の中で 70％、

80％、90％ということで、みんなが使っていないと、ネットワークの価値は上がり

ませんので配分できないということです。これに関してはどうやって普及のインセ

ンティブを上げるかというところはあると思うんですけれども、１つは最後の本日

の資料３のところで書かれていた、行政による支援というのもあると思いますし、

きょう藤原委員からおっしゃっていただいた、既存の事業者の頑張りというのもあ

ると思います。 

 同時に以前から村上委員がおっしゃっているような新規参入者、新たな参入者が

来て設置するということも含めて、やはりどういう手段を使ってでも、メーターの

情報をネットワーク化してその価値とコストを配分するということを考えると、普

及に関しましては、全戸であるとかある程度一定以上の目標設定をしないと、価値

としては共有できない、配分できない状況になるのではないかと懸念しております。 

 最後に、計量法の話が本日出てきましたけれども、私も勉強しましたが、今回の

狭義のメーターの定義に入っている通信部分は、計量法からは対象外ではないかと

いうふうに思っています。計量法が対象とするのは、計量部、もしくは幅広く考え

ても開閉部分までじゃないかなと思っています。通信部分に関しましては、環境の

変化に応じて多様な設定ができる形で、自由化の部分を残していただきたいという

のが、私からのお願いと意見になります。 

 以上です。 

○林座長 
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 どうもありがとうございました。藤原委員、お願いします。 

○藤原委員 

 多尐、大人気ないかもしれませんが、かなり名指しで言われましたので、幾つか

誤解を解いておきたいと思います。 

 まず、コストアップのことについてお話し申し上げます。仮に、強制的にすべて

メーターを導入しても、石にしがみついても我慢しろということをやり遂げますと

いうことを、私は申し上げているのではなくて、我々が、色々、それぞれの事業者

で取り組んでいくのは、あくまでも効率性等、見合いがある中で進めていくという

ことであります。そういう中でやっている限りにおいては、新しくメーターを導入

するにあたって、よそに転嫁するというスキームは考えられないということを申し

上げた次第です。 

 ２点目は、メーターの自由度ということにつきまして、確かに法律的には付ける

人は誰か、所有者は誰かということは規定されていないため、それはなかなか言え

ないかと思いますが、メーター自身は、取り替え時の安全性をどのように担保する

かとか、法律で計量法の検満というのは、10 年になっているわけですが、メータ

ーのしかるべき効力といいますか、それをどう管理していくかというようなところ

を色々考えていきますと、やはり電力会社が見ていくのが、今のところ一番、適切

ではないかと思います。 

 最初の点は、私も営業所長を努めていた時に、メーターを取りかえに行った当社

の社員でさえも、火が噴いてドライバーが解けてしまったという光景を目の当たり

にしたこともあるので、安全性ということもよく考えた方が良いのではないかと。

むしろ、今の社会システムの中でどう考えるかというところかと思います。  

 ３点目、18 ページのところですが、私が申し上げたかったのは、電力会社の関

係者が消極的な発言をしているのかどうか、私も定かではありませんが、電力会社、

関係者の中から消極的な発言が漏れたと仮定したとして話をいたしますけれども、

電気事業の場合には、広くお客様に公平なサービスをできる限り安価なもので提供

するということが前提になっております。どのようになるかわからないものに対し

て、先行投資的に何かを行うということも、なかなか勇気が要るというところであ

り、どのようなサービスになるのかわからないものに対して、どうしても消極的な

発言になったという訳で、仮に、消極的な発言があったとすれば、そういうことか
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と思います。 

 私が申し上げたかったことは、どのようなものが、どうなっていくのかわからな

いものに対して、今からそれを強制措置をどう考えるかとか、その負担をどう考え

るかというのは、非常に時期尚早なんじゃないかということを申し上げたかったか

らであります。 

 ４点目の、松村先生からの電力会社のメリットは限定的ということについて、メ

リットは色々考えていますが、どういう文脈で限定的と書かれたのかは、私どもと

しては、認識はできないということであります。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。それでは、服部委員、お願いします。 

○服部委員 

 済みません、２回目で。松村委員から名指しはなかったんですけれど、ずっと消

極的な発言をしているというのは、恐らく私のことではないかと思って、ちょっと

だけ弁明というか、私の意見を率直に述べたいと思います。 

 確かに私自身は技術屋じゃないので、新しい技術の可能性に疎いところがあって、

その辺うまく評価できていないところはもちろんあって、その分は消極的かもしれ

ない。けれども私自身もスマートメーターに関してやらないほうがいいとか、そん

なことは全然思っていなくて、むしろこれをまじめにやろうとすれば、尐なくとも

現状よりも、より精度の高い情報を与えるためにどうすべきかということをまじめ

に考えれば、やはりいろんな課題も見えてくるわけです。そういうことを一つ一つ

しっかりと確認をしてクリアして、やっていきたいなと思っていろいろ言っている

わけです。 

 確かに私自身も発言した後で、消極的に聞こえたかなと思ってちょっと後悔する

こともありますが、別に否定しているわけでもないし、これを着実に進めていくと

いうことは、私は重要だと考えています。 

 エネルギー基本計画のところは、確かに私自身もこの発想自体を否定するとか、

そういうことではないんですけれども、ただ私が先ほど言ったことをもう一度明確

に言いますと、目的をはっきりと示してほしい。そのために、何で原則すべてが必

要なのかということを示すべきではないかという意見であって、そこがクリアにな
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れば、私自身はその目的にもありますけれども、納得できるものだと思っています。 

 私自身も別に 100％と読んでいるわけではないのですが、原則すべてというのを

目指すのと、やりたい人がやるというのとでは、そこには差があるんじゃないかと

思って、いつもちょっと気にはしていたということになります。 

 以上です。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。皆さん、いろいろ御意見をいただいているよう

ですので、いただいた御意見に対して、事務局の山下課長が説明いたします。  

○山下課長 

 まず、資料３の関係ですが、耐候性の議論とか外出しの議論とか基本計画の話、

コスト転嫁の話、いろいろとありましたが、私よりも見事に松村先生が答えていた

だいておりますので、ほぼそういうお答えかと思います。 

 その中で、触れられなかった部分としてあったのが、川井委員のところだったと

思いますが、通信部分は引っ越し先でも使えるような形にしてほしいという話があ

りましたが、これは標準化の議論として、前回議論させていただきましたが、これ

はまた別途標準のところで検討していくという形になっております。 

 全体として、我々は外出しでなければいけないと言っているわけでは全くなくて、

最初に申し上げましたように、４つのいろんな形があるんだけれども、外出しとい

うことを考えた場合には検討しなければいけない、費用負担の問題は、一応議論し

ておかないといけませんという意味で申し上げたのであって、どれか１つに決める

ということで考えているところでは、全くありません。 

 私からは恐らく以上で、あとは情経課のほうから。 

○松田課長補佐 

 何点かアメリカの関係で御質問いただいた点、わかる範囲でお答えしたいと思い

ます。 

 １つ目、料金の規制がどうなっているかということでございますけれども、我々

は日本の事業制度と向こうの制度が全体どうなっているかという全体像は理解し

ていないんですけれども、ＣＰＵＣとの関係では、ＰＧ＆Ｅが申請をし、ＣＰＵＣ

が許可をするという形でこの料金体系を入れているというふうに説明を受けてご

ざいます。 
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 メーターの誤差の問題ですけれども、我々が説明を聞いた範囲では、２％という

のが基準でそれを前提に調査をしたというふうに聞いてございます。ただ、エビデ

ンス全部を網羅はしていませんけれども、聞いた話では、そういうことでございま

した。 

 一般大規模需要家というのは、業務用と産業用というふうに説明を受けてござい

ます。 

 OpenＡＤＥの仕組みが１日遅れかどうかというところでございますけれども、基

本的にはこのスキームは、１日遅れというふうに聞いてございます。OpenＡＤＥ全

体では、リアルタイムに流れるパターンとやはり１日遅れと両方を視野に入れて、

いろんなスキームを検討しているという中の１例でございます。 

 若干補足させていただきますと、かなり OpenＡＤＥの議論は、まさにアメリカ

の場合、電力事業者さんが家の中の管理まで含めて何かチャレンジできないかとい

うことで、もともとつくられている場に、その情報を第三者のサービスプロバイダ

ーを活用できないかという議論で、ある種、両者の調整をしながら議論をしている

場でございます。かなり積極的な両者の議論が行われているというふうに認識して

ございます。 

 以上でございます。 

○林座長 

 ありがとうございます。三田課長から。 

○三田課長 

 きょうエネルギー基本計画の話があったので、私もまさにこのエネルギー基本計

画のこの部分を書いて議論をしていた人間なので、補足の御説明をしますと、まず

１つは、スマートメーターの狭義、広義なんですけれども、何て書いてあるか。ス

マートメーター及びこれと連携したエネルギーマネジメントシステムの開発整備

等を推進するというふうに、本文で書いてあります。参考資料１というのは、第１

回のスマートメーター検討会で、私のほうから御説明させていただいたもので、ま

さにこれはエネルギー基本計画を書いているときにこういう議論をしたのですが、

とりあえずそのときの意図は、スマートメーターと右側のエネルギーマネジメント

システムを仮置きして分けておいて、最低限このスマートメーター、今、言ってい

るのは一応狭義という形になっていますが、それは確実に普及させるにせよ、さら
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にそこをより広くするかどうか。このエネルギーマネジメントシステムの関係をど

うするかというのは、むしろこの検討会でぜひ御議論いただいてというつもりでお

りましたので、まさに先ほど城所先生と松村先生からのお話がございましたけれど

も、このときの気持ちは、最低限やるべきことはあるにせよ、それだけでいいのか、

より広げるのか。技術の関係なりスピードの関係がどうなるかというのは、まさに

ここで御議論いただきたいという、こういうつもりだったというのが１点目です。 

 ２番目に服部委員からお話がありましたけれども、このスマートメーターのとこ

ろは、実は次世代エネルギー社会システムの構築という部分に入っています。この

文書をちょっと読みますと、「需要家サイドの機器制御や主体的な行動の変化を促

す。あるいは省エネルギー、低酸素エネルギーの活用に向けた国民の意識、ライフ

スタイルの改革を促す国民的運動につなげる」。こういう書き方をしてございまし

て、気持ちとしては、省エネルギーなり脱ＣＯ２について、国民の幅広いところま

で、ぜひそういう運動をつくっていこうという文脈の中で、スマートメーターとエ

ネルギーマネジメントシステムというのを、ぜひ普及していきましょうということ

でありまして、かなりそういったシステム全体を変えていくという議論です。  

 ただ、そうそれはそう簡単にはできないですし、現実的にはいろんな問題がある

ので、一体、現実的に寄せてくると、どの程度になるのかというのを、まさにこち

らで議論していただいていると思いますが、ただそのときに、ずっと議論だけをい

つまでもやって、どうやる、システムだといってもしょうがないので、まさに 2020

年代の可能な限り早期にスマートメーターを原則すべての需要家に普及というこ

とで、この「原則すべて」となっているのは、国民的な運動という観点から「原則

すべて」ということになっていると思います。ただ、それも第１回の委員会で申し

上げましたけれども、それが一体どこまでを示すのか。 

 先ほどおっしゃったように、やりたい人だけがやるのか。それとも例えば原則な

んですけれども、それが一体どこまでかということは、これもまた現実の関係でこ

こで議論をしていただくと、こういうことであります。ただ、そのときのポイント

は、今後いろいろと変わっていく中で、いつまでも変わっていくから完璧なものを

求めて議論だけし続けて何もしないのでは困るので、ある程度現実的に、一定のス

ピードに合う形で実現していくためには、ある意味ステップ・バイ・ステップで実

現するためにどうするかというのも、御議論をいただいているというふうに理解し
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ています。 

○林座長 

 どうもありがとうございました。 

 皆様今日は本音ベースで、非常に活発な御意見をいただきまして、この検討会を

やって本当によかったと思っております。 

 今回対象も広く、現在進行形ということの中で、先ほど三田課長から、エネルギ

ー基本計画の概念、補足説明もありましたけれども、三田課長が説明したエネルギ

ー基本計画という概念を前提に、やはり技術開発、実証、コスト、社会的な受容性

などがあると思うんです。非常に色々な要素があります。 

 その中で、一応この段階でですけれど、実行可能な方向性として、４つだけ整理

しておいた方がよいと思います。 

 １つ目は、メーターの位置づけだと思います。これは先ほど松村先生からもお話

がありましたけれども、狭義のメーター、広義のメーターとある中で、ＨＥＭＳが

普及するまでの間は、まず狭義のメーターを対象にしていきましょうということで

す。これは、広義のスマートメーターをやめるということではなくて、狭義のスマ

ートメーターでいいということでもありません。まず、取りかかりとしてスタート

はまずここからと、みんなが納得できるところからスタートしましょうという発想

でございます。 

 ただし、ＨＥＭＳの普及の前より、例えばメーターの検討導入を開始することを

妨げるものではないので、積極的に広義のメーターの関係をやっていきたいとか、

そういう方がおられればそれをやることを妨げるものではありません。 

 ２つ目は、これは余り皆さんから御意見が今回はなかったんですけれども、メー

ターの提供の情報です。これは基本的には、使用量、逆潮流値、時刻情報の３つで

よいと思っています。これも、それを限定するというわけでは、当然ございません

で、情報の拡張性がございますけれども、それにつきましては、ＨＥＭＳの発展と

か社会のニーズ、いろんなことが今後あると思いますので、それらを踏まえまして、

適宜再検証する必要があるのではないかと考えております。 

 ３つ目ですけれども、やはりメーターのコストの低減についてでございます。こ

れは皆さんの御意見もたくさんいただいておりますけれども、コストの低減は必須

であるということで、実現に向けて、今後さまざまな検討を行っていくということ
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は、皆さん共通の理解だと思います。 

 その中でも尐し出ましたけれども、例えば通信機能も含めた一体的な標準化とか、

そういうことは状況によっては検討していくことも考えられるのではないかとい

うことで、これも幅広くいろいろ考えていきます。あくまでもいろんなオプション

を考えていきましょうということでございます。 

 ４つ目なんですけれども、実証メーターとの関係の整理ということでございます。

これはやはり今、通信規格が定まっていない中で、メーターとＨＥＭＳをつなぐさ

まざまな方法、先ほどの４つの例で出していましたけれども、例えば先ほども通信

装置を外出しにして、メーターに穴を開けてそれでＨＥＭＳとつなぐという話があ

りました。それは穴を開けることが大事なのではなくて、メーターからＨＥＭＳへ

の情報のパスをどう確保していくかということが、まず大切だと思います。  

 ただ、先ほどの外に穴を開けるという話、外出しの話ですが、そのときの通信装

置の費用ですけれども、それはまずは電気料金による回収の対象外となるという前

提でいったらいいかと思っております。 

 次回以降におきまして、このようなメーターと、現在、各社様が取り組んでおら

れる実証メーターとの関係をどのように整理していくかということが、今後課題と

なると思われます。ということで、走りながら、着実に皆さんが納得できるメータ

ーを議論していくというのが、この制度検討会のもともとの目的ですので、そうい

う意味で、今後とも活発な御意見をいただければと思っております。 

 それでは、長時間にわたり、御審議をいただき、どうもありがとうございました。

最後に事務局より、本日の委員の皆様の御意見を踏まえ、次回の議論の進め方につ

いて、御説明をいただきたいと思います。 

○山下課長 

 次回は取りまとめ骨子案の作成に向けて、これまでこの検討会でいろんな議論を

していただきましたので、それについて改めて整理させていただいて、検討会の取

りまとめ以降の今後の具体的な作業スケジュール、そういったものについて取り上

げたいというふうに思います。そういう形で御了解いただければと思います。  

 次回の検討会は、12 月 16 日を予定しております。詳細については、また後日メ

ールなどで御連絡させていただきますので、よろしくお願いします。何か特に御意

見がなければ、よろしいでしょうか。 
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○林座長 

 それでは、これをもちまして、第７回検討会を閉会いたします。本日はどうもあ

りがとうございました。 

（了） 

 

 


