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第 15 回スマートメーター制度検討会 

 

平成 26 年 12 月９日（火） 

経済産業省本館 地下２階講堂 

 

○山崎課長 

 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第 15 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。 

 まずは開催に当たりまして、林座長より一言御挨拶をいただきたいと思います。林座長、

よろしくお願いします。 

○林座長 

 おはようございます。座長の林でございます。一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 皆さま御承知のとおり、本スマートメーター制度検討会につきましては３月以来の開催

となりますが、この間に本検討会で取りまとめましたスマートメーター導入促進に伴う課

題と対応というものを踏まえまして、各電力会社におかれまして順次スマートメーターの

設置を本格化するとともに、政府や関係者においても導入に向けた課題の検討や整理が行

われてきたところでございます。 

 平成 23 年２月に本検討会において取りまとめました報告書におきましては、電力会社、

政府、事業者等について、少なくとも１年に１回程度の頻度でフォローアップを行うとさ

れておりまして、今回はその取組状況のフォローアップや課題のさらなる検討を行ってい

ければと考えております。 

 これまでと同様にぜひとも日本の将来の基盤となりますスマートメーターシステム制度

にふさわしい前向き、かつ活発な御議論をどうぞよろしくお願いします。 

○山崎課長  

 ありがとうございました。それでは前回から委員の交代が１名ございましたので、まず

そちらを御紹介させていただきます。本日は御欠席でございますが、全国ＬＰガス協会の

内藤委員が難波委員にかわりまして新たに御参加ということになってございます。 

 続きまして、本日の御出欠を御連絡させていただきます。先ほど申し上げました内藤委

員、また村上委員が本日は残念ながら御欠席ということになってございます。松村委員は

遅れて到着される御予定と伺っております。 
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 また、御欠席された委員・オブザーバーの代理ということで、御出席の方を御紹介させ

ていただきます。中部電力の渡邉委員にかわりまして藤田様、ＮＴＴの篠原オブザーバー

にかわりまして木村様、日本アイ・ビー・エム株式会社の吉崎オブザーバーにかわりまし

て川井様の以上３名の方に代理として御出席いただいております。 

 前回に引き続きまして総務省からもオブザーバーの御出席をいただいております。本日

は総務省情報通信国際戦略局通信規格課企画官の山口様に御出席いただいております。 

 また、各電力会社からも御出席をいただいております。よろしくお願いします。 

 それでは以降の議事進行は林座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○林座長  

 はい、承知しました。それでは議事に移りたいと思います。まずは、事務局より配布資

料の確認をお願いします。 

○山崎課長  

 はい、それでは配布資料の確認でございます。資料１の議事次第の下にありますように、

本日は議事次第も含めまして資料１～４、更に参考資料ということで、資料１が「議事次

第」、一枚めくっていただきまして「委員名簿」、更に資料３「スマートメーター導入促進

に伴う課題と対応について」、資料４「Ｂルートから提供される情報の取扱いに関する検討

の状況について」、更に 後に参考資料として「各社のＲＦＰ等実施状況」、こちらの計５

点を資料としてお配りしております。御不足等がございましたら事務局までお申しつけく

ださい。よろしいでしょうか。 

○林座長 

 ありがとうございました。それでは議題に入りたいと思います。前回３月の検討会にお

きましては、スマートメーターの導入促進に伴う課題と対応を取りまとめたところであり、

その後の取組、検討状況を踏まえまして議題の（１）各社の導入・調達状況のフォローア

ップ、（２）電力会社（送配電事業者）以外の主体によるスマートメーターの設置、（３）

スマートメーターシステムのセキュリティを巡る状況について、事務局より御説明いただ

きます。よろしくお願いします。 

○山崎課長 

 はい、ありがとうございます。それでは私のほうから、まず 初の３つの議題について

の資料を御説明させていただきます。資料３をお手元に御用意いただけたらと思います。

「スマートメーターの導入促進に伴う課題と対応について」でございます。 



3 

 

 目次を飛ばしまして、早速、内容に入らせていただきます。５ページ目以降、まず 初

の（１）各電力会社の導入計画及び調達実施状況等でございます。こちらの資料につきま

しては前回、または前々回、更にはその前から続いていますこちらの検討会での各社のス

マートメーターの導入計画等の実施状況についての 新の状況を整理したものでございま

す。前回までの資料と一部重複する部分もありますが、復習も兼ねまして主要な部分を載

せさせていただいております。 

 では、５ページ目から御説明させていただきます。まず全体の概要でございます。この

内容につきましては、前回までの本検討会での議論を通じて各社から表明を受けたもので

ございまして、変更はございません。改めて出発点として、半年ぶりですので原則を確認

させていただきますと、高圧部門については 2016 年度までに全数スマートメーター化。低

圧部門については、日本全体で 2024 年度末までに導入を完了と、こういう計画でございま

す。また、 後の○ですが、全ての電力会社はＨＥＭＳ設置等に伴いスマートメーターの

設置を希望する需要家、更には小売全面自由化後、これは 2016 年をめどに実施する予定で

ございますが、小売電気事業者の切替えを希望する需要家に対してはスマートメーターへ

の交換を遅滞なく行うことを各社から表明いただいていると。こちらがまず原則となる出

発点でございます。 

 １ページ進んでいただきまして、６ページでございます。こちらは新しい資料でござい

ます。前回、小林オブザーバーのほうからも御要請がありましたが、各社の導入計画を年

度ごとに展開してほしいと、こういう要望がございました。そうした要望に基づきまして

各社から提出いただきまして、事務局にて取りまとめたものでございます。各社ごとに各

年度ごとのスマートメーターの導入計画を、すなわち設置予定台数を各年度ごとに展開し

ていただいたものでございます。詳細な数字の御説明は避けますが、こちらが各社に表明

いただいた現在の計画ということになってございます。 

 続きまして７ページを御覧ください。７ページは調達自体の実施状況でございます。す

なわち、スマートメーター本体の調達の実施状況でございます。スマートメーター本体の

調達に当たりましては、本検討会におきましても仕様を公開した上で一般競争入札を行う

ということが適当であり、そのように各社において進めていただいているということでご

ざいます。また通信方式、更には関連するシステムの調達に当たってはＲＦＰの実施が不

可欠だということで、各社において進めていただいているというこういう状況でございま

して。 
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 下の表が各 10 社における現在の入札の状況、更には通信方式、及び関連システムのＲＦ

Ｃ、ＲＦＰの実施状況をまとめたものでございます。下線を引いたところが前回の３月の

資料には載せられていなかったこれまで入札によって調達をかけた実際の台数、更にはＲ

ＦＣ、ＲＦＰの実施の状況でございます。ＲＦＰについて各社とも実施済みという、こう

いう状況になってございます。 

 次の８ページ目でございますが、こちらは復習でございます。通信方式と適材適所のた

めのＲＦＰ実施ということで、通信方式の選択、更には通信接続率の設定、関連するシス

テムの仕様については、需要密度など地域ごとの設備の状況が異なるということで、以前

から本検討会においてもこういう原則を確認していただいているところでございますが、

各電力会社においてオープン、更に実質的な競争のある調達プロセスとしてのＲＦＰと、

これを実施するとこういうことになってございます。 

 更に、このＲＦＰに当たって留意すべき事項というのも本検討会においてまとめていた

だいて、それを踏まえまして各社においてＲＦＰの実施が進んでいると、こういうところ

でございます。更に、そうしたことについて政府側としては、料金算定プロセスにおいて

調達プロセスが適正に行われたかどうかを丁寧に確認した上で、落札価格を適正な現価と

みなすことが適当と、こういうことが原則として本検討会において御提言いただいている

ものでございます。 

 こうしたものに基づきまして９ページ、10 ページはその詳細ですから割愛させていただ

きまして、11 ページ目を御覧ください。それに従いまして各社が行った通信及び関連シス

テムのＲＦＰの実施状況のまとめでございます。各電力会社においてＲＦＰを実施してい

ただいております。Ａルートの通信方式につきましては各電力会社がそれぞれ３方式を、

マルチホップ、１:Ｎ無線、ＰＬＣから選定しておられます。更に、Ｂルートの通信方式に

ついては、ＨＥＭＳ-スマートメーターＢルートの運用ガイドライン、低圧のガイドライン

に基づきまして、全ての電力会社が主方式として 920ＭＨz 帯の無線、更に補完方式として

ＰＬＣ方式を御選定いただいております。 

 以下、若干の詳細でございますが、12 ページを御覧ください。こちらが各社のＲＦＰの

実施状況でございます。この表につきましては前回も同じフォーマットで御提示させてい

ただいておりますが、下線部が前回からの変更点でございます。下線の書いてある電力会

社さんにおかれまして、実際に応募された、更には審査体制の見直しをされた、こういう

結果の御報告でございます。それぞれの各社のＲＦＰの概要につきましては、先ほど御紹



5 

 

介させていただきました 後のところにつけております参考資料により詳細が載っており

ますので、御参照いただけたらと思います。 

 こちらが全体の実施状況でございますが、13 ページ目、Ａルートの結果でございます。

先ほどまとめでも書かせていただきましたが、各社において無線マルチホップ、１:Ｎ無線、

ＰＬＣそれぞれを適材適所で調達をされたという結果の一覧がこちらになってございます。 

 次の 14 ページ目、先ほども御紹介させていただきましたが、Ｂルートにつきましては全

社 920ＭＨz 帯を主方式としまして、ＰＬＣを補完方式とするという結果になっているとい

う御報告でございます。 

 以上、通信及び関連システムのＲＦＰの結果の御報告でございます。 

 続きまして⑥、15 ページ目でございますが、「低圧スマートメーターから得られる情報

の提供」についてでございます。すなわち、これにつきましてはＡルート、Ｂルートをど

のタイミングで対応を開始されるのかということについての各社の実施状況でございます。

こちらについても前回の資料からの変更点を下線で示させていただいております。一部の

電力会社さんにおいて前回、例えば「何年度」としか書かれてなかった部分について、よ

り詳細な「月」まで含めた対応開始の時期、Ａルート、Ｂルートそれぞれについてのより

詳細な実施対応の予定を書かせていただいてございます。 

 この中で、次の 16 ページでございますが、こちらはＢルートの対応開始、その中でも全

供給エリアの対応開始時期を取り上げまして、こちらは前回、対応開始時期に先立って申

込受付は、サービス提供の開始よりも前もって余裕を持って開始できるよう各社において

検討を行うこととされていたところ、各社さんに申込受付の開始をどれだけ余裕を持って

開始できるのかということを御表明いただきまして事務局にて取りまとめたものでござい

ます。左側が実際のＢルートの対応開始時期、真ん中の欄が申込みの受付開始予定時期と、

こういう一覧になっているところでございます。 

 17 ページは御報告でございます。本検討会におきまして、スマートメーターがＣルート

で小売事業者にどういうスピードで届くのかということについて御検討いただいていたと

ころなのですが、前回までの整理におきましては 30 分値を１日４回届けるということをデ

フォルトとして考えるということになっていたところ、その後、より頻度高くこの情報を

提供できないのかといった問題提起が電力システム改革小委員会の制度設計ワーキンググ

ループ等においてなされまして、改めて検討した結果、30 分値を平成 28 年４月以降、60

分以内にベストエフォートで送配電事業者から小売電気事業者に提供されるということを
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原則として進めると、こういうことが新たに前回の検討会から進捗があったというこうい

う御報告でございます。 

 以上が議題１、各社の検討対応状況のフォローアップについての資料の御説明でござい

ました。 

 続きまして（２）電力会社以外の主体によるスマートメーター設置に関する検討という

ところに移らせていただきます。こちらの議題につきましては前回の３月の検討会で今後

の課題として御提起いただいていたものを、改めてより詳細に整理したものでございます。

20 ページを御覧ください。 

 20 ページの下の参考部分に書かれてございますのが、前回の資料にて提示させていただ

いた論点でございまして、こちらについてより詳細に本日は御議論いただきたいと、この

ように考えてございます。上の箱にございますように、本日は論点１としまして、電力会

社以外の主体によるスマートメーター設置の類型としてはどのようなものが考えられるの

か、論点２として、各類型において整理すべき課題というのはどのようなものがあるのか

というところを中心に御議論いただきたいというように思ってございます。 

 21 ページ目でございます。類型化をするに当たりまして、改めてスマートメーターの選

定、調達、運用のプロセスというのを整理させていただいております。ライフサイクルと

してスマートメーターは下の表にありますように、選定、調達、運用とこういうプロセス

に分けられて、運用の中ではまず取りつける、それで不具合があったらそれに対応する、

検針情報を提供する、検満、検定の満了が過ぎていないかを管理する。更に、検満の終了

等に応じて取りかえる。こういう運用のプロセスがあるということをまず整理させていた

だいております。類型化するに当たり、このプロセスのうちどの部分を電力会社以外の主

体が担う場合にどのような課題があるのかと、こういう整理の仕方をさせていただいてお

ります。 

 次の 22 ページを御覧ください。類型化に入る前に、電力会社以外の主体がスマートメー

ターを設置するといったことのメリットというのを改めて整理させていただいております。

問題点としては、現行制度においては先ほど整理した一連のプロセスについて電力会社が

一貫して責任を負っているという状況ですが、この場合には非常に責任の所在が明確であ

るということから、安定的な運用が可能だというように考えられる一方で、以下の大きく

分けて２つのことに何らかの問題が生じるのではないかということで、裏返せば第三者、

電力会社以外の主体によるスマートメーターの設置を認めることによって、以下のメリッ
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トが考えられるのではないかと。 

 １つ目が、スマートメーターの選定についての需要家の選択肢の拡大、更にそれに伴う

イノベーションの促進ということであります。もう一つは、スマートメーター自体を早期

導入することを実現できるのではないかと、こういうメリットが本委員会における各委員

の方々からの御指摘等でなされているところでございます。こういうことを前提に、以下、

類型化し課題を整理するというこういうことをさせていただいております。 

 23 ページを御覧ください。こちらは大きく分けてまず２つの類型、更にそれに類似する

３つ目の類型ということで、類型の案を提示させていただいております。まず１つ目の類

型（ⅰ）が、下の表を見ていただくと非常にわかりやすいのですが、現行では全てのプロ

セスを電力会社が行っているところ、（ⅰ）の類型ではこれを第三者が全て行うという類型

でございます。２つ目の類型（ⅱ）は、選定、調達までは第三者が行い、取付工事以降の

運用については電力会社が行うというこういう類型でございます。更に、これを第三者設

置という定義にあてはまるかどうかというところがあるのですが、この類似の類型として

選定の部分、すなわち電力会社が複数種類のスマートメーターを選定した上で、カタログ

方式というか、そのカタログ的に電力会社が需要家、第三者に対してスマートメーターの

選択肢を提示するというこういう類型、この３つの類型があるのではないかと考えており

ます。 

 それで 24 ページを御覧ください。それぞれの類型について 22 ページに整理しましたメ

リットに照らし合わせるとどのように見えるのかということでございまして、（ⅰ）の類型

につきましては選定に係る需要家選択肢の拡大、更にはイノベーションの促進というもの、

更にはスマートメーターの早期導入というものについて もメリットが受けられるのでは

ないか。２つ目の類型は、そこでもメリットが見受けられるけど、（ⅰ）に比べるとそこが

ちょっと薄まるのではないか。それで（ⅲ）、これはカタログ方式について言えば、選択肢

は拡大するというところがあるわけですが、例えばスマートメーターの早期導入というこ

とについては現行と余り変更はないのではないかと、こういうところでまず入り口を整理

させていただいております。 

 以下、25 ページ以降でそれぞれの類型について、乗り越えるべき課題として考えられる

ものを整理してございます。（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）の順番でなく、現行制度に近い（ⅲ）、（ⅱ）、

（ⅰ）の順番で整理させていただいております。 

 まず 25 ページ目ですが、類型（ⅲ）における課題でございます。太線で囲んだ部分、す
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なわち選定プロセスの部分が現行と違うということになるわけですが、ここにつきまして

は当たり前ではありますが、電力会社が選定する複数のスマートメーターの計量部につい

て計量法上の検定を受けることが必要になるということであります。その際にスマートメ

ーターの導入スケジュールに影響を与えないことが前提になると考えてございます。それ

でコストの課題としては下にありますように、スマートメーターの調達価格の上振れ分に

ついては第三者の負担とすることが適当かという、一応そういう整理をまずさせていただ

いております。その他、電力会社が複数種類のスマートメーターを選定することによって

コストが生じるわけですが、そういうあり方については誰が負担するのかについては検討

が必要かということを考えてございます。 

 次のページを御覧ください。次は類型（ⅱ）についての課題の整理でございます。類型

（ⅱ）につきましては、選定と調達について第三者が行うというこういう類型でございま

す。この選定と調達を第三者が行い、運用を電力会社が行うということですので、前提条

件としましては通信部以降につきましては電力会社のＡルート、通信部及びＡルート以降

は電力会社のものが使われるというこういう前提かと考えてございます。そういう前提の

もとで、では課題は何かということでございますが、まず選定に当たりまして第三者が計

量法上の検定を受けることが必要ということが大前提になりますが、その下にありますよ

うに、計量部が電力会社のシステム等に適合していることについて、電力会社の審査を、

例えば型の認定みたいなものを受ける、こういうことが必要になるというように考えてご

ざいます。その際には、下に「注」として書いてございますが、参入障壁とならないよう

に電力会社において第三者が選定可能なスマートメーターの要件をあらかじめ開示すると

いったようなことが必要になるということでございますが、こういうことについては今後

検討が必要ということでございます。 

 調達については「特段の論点はない」と書いてございますが、第三者が調達を行うとい

うこういうことでございまして、乗り越えるべきそういう制度的課題はないとこういうこ

とだと考えております。 

 コストにつきましては、スマートメーターの選定、調達コスト、これについては第三者

の負担とすることが適当かということを書かせていただいております。加えまして、電力

会社は第三者が選定するメーターの審査、こういうものを行うわけですが、そういうこと

による追加コストが発生した場合に、この負担のあり方については検討が必要かと思って

ございます。これが類型（ⅱ）でございます。 
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 続きまして 27 ページ、28 ページに類型（ⅰ）についての課題を整理してございます。

類型（ⅰ）は第三者が全てのプロセスを行うというケースでございまして、全てのプロセ

スを行うということですから前提条件にありますように、メーターから小売事業者に直接、

第三者の通信ルートを使って情報を送るということが前提になります。いわばＤルートの

ような感じで、スマートメーターから小売事業者にダイレクトにルートが通じるというこ

とかと思ってございます。 

 こういう前提条件のもとで考えていきますと、論点①から論点④については第三者がそ

れぞれちゃんと責任を負ってくださいということでございますが、より重い課題がござい

まして、次の 28 ページでございますが、論点⑤と論点⑦のあたりが非常に重い課題かなと

思っておりますが、論点⑤についてはＤルート的に第三者の通信ネットワークを通じて第

三者が情報を得るということになるわけですが、託送料金の請求とか、同時同量の制度の

運用のために、その情報を電力会社、送配電会社に戻す必要があるというこういうことが

まず前提になるということでございます。 

 更に、制度設計ワーキング等で議論をしていただいておりますが、 終的な供給停止に

ついて電力会社、送配電事業者が責任を負うという整理になっている中で、スマートメー

ターについている遠隔開閉機能のようなものを第三者が電力会社に対して提供するといっ

たところも必要になるかと思ってございます。 

 それで、なお書きで書いてございますが、今Ｄルートを第三者が直接のルートを活用す

ることを前提に言っておりますが、仮にＡルートを利用するということを考えるとすれば、

加えて第三者が選定する計量部、すなわち類型（ⅱ）で整理した審査のようなものが新た

に必要になると、こういうことかと考えてございます。論点⑥の検満管理も第三者がちゃ

んとやると。 

 更に論点⑦でございますが、論点⑦の２つ目のポツでございますが、例えば、転居しま

した、スイッチングをしましたというときに、第三者のメーターが残っていて、新たに入

ってきた人がその第三者と契約をしていないような場合が想定されます。そういうことで

新たにその場に入ってきたような方が、安定的に電気の供給を受けられなくなるという事

態を発生させてはいけないという観点から、例えば第三者が電力会社のスマートメーター

が設置されるまでの間、その設置するメーターを維持する、更にはその第三者のメーター

を活用することを新たな需要家、小売事業者と合意するといったところまでの責任を第三

者に負っていただくということが不可欠になるのではないかということを考えてございま
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す。 

 以上のような制度的論点に加えまして、追加コストの課題でございます。追加コストの

課題としては、メーターの調達とか、取付けとか、検満の運用コストについては第三者の

負担とすることが適当かということでまずは整理させていただいております。加えまして、

電力会社側において第三者からの検針情報の提供、論点⑤で提示しましたが、そういう提

供を受けるためのシステムの構築が必要になります。こういうコストの負担のあり方につ

いては検討が必要かと思ってございます。以上が類型（ⅰ）についての整理でございます。 

 それで 29 ページ、30 ページにそういう類型（ⅰ）で、特に論点⑤や論点⑦のような問

題点が、これは乗り越えられる論点かもしれませんが、非常に重い論点でありますので、

こういうことを発生させないような代替案として、（ⅰ）の代替案を提示させていただいて

おります。真ん中の○にありますように、代替案としては電力会社がまず全ての需要家に

対してスマートメーターを設置することを前提としまして、これに加えて、すなわちデュ

アルで第三者がスマートメーターを設置するケースでございます。こういうケースが考え

られるのではないかということでございます。 

 それにつきましては 30 ページ目で課題を整理してございますが、（ⅰ）の本体で発生す

るような問題点は発生しないと、こういうことかと考えてございます。ただ、追加コスト

については第三者がそれぞれ行うことによるコストは第三者負担とすることが適当という

整理をさせていただいてございます。 

 以上の類型の案、更には課題ということを前提としまして、本日のまとめということで

31 ページ目でございますが、まずこの類型につきまして今かなりドライに類型を整理して

課題を整理したわけですが、改めてこういう類型に基づいてどのようなニーズがあるのか

と、Ｂルート活用との関係も含めたそういうニーズを改めて精査しながら、こういう今提

示した４類型を基本として検討を進めることでよいか、こういうことでございます。 

 論点２としては、それぞれの課題として整理すべき課題がほかにあるか、追加のコスト

負担についてどのような考え方が適当かと、こういうことについて本日御意見を頂戴でき

ればと考えてございます。 

 後になりますが、33 ページ目でございますが、３つ目の課題で「スマートメーターシ

ステムのセキュリティを巡る状況」ということでございまして、33 ページ目を御覧くださ

い。33 ページ目の参考情報と下に書いてあるところの３つ目の○でございますが、現在こ

こが一つのスタートラインでございまして、電力会社の発電設備、更に中給等の制御シス
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テムのセキュリティに係る統一的なガイドラインの策定というものが進められております

が、スマートメーターのセキュリティについては現時点では統一的なガイドラインという

ものは策定されておらず、各電力会社において取組が行われているという状況でございま

す。一方で、アメリカ等においてはそういう統一的なガイドラインができている状況であ

ると。こういうことに鑑みまして、上の２つの○でございますが、今後スマートメーター

に関する統一的なセキュリティガイドラインの検討、そういう検討を進められることが期

待されるのではないか。また、あわせてそういうガイドラインに基づいた監査、ペネトレ

ーション等の実施、更にはＰＤＣＡサイクルによる継続的なリスク評価の実施、こういう

ものが必要ではないか。仮に脆弱性が発見された場合の情報共有管理体制の構築、こうい

うものも必要ではないかというこういう問題提起でございます。 

 こういう状況を踏まえまして本検討会においては、こういう統一的なセキュリティガイ

ドラインの検討に先立ちまして、セキュリティについて満たすべき項目、更には留意点に

ついて整理してセキュリティガイドラインの検討を加速していくということが必要ではな

いかということを、本日新たな論点として提示させていただいております。  

 以上、資料３についての御説明でございました。ありがとうございました。 

○林座長 

 はい、どうもありがとうございました。ただいま御説明いただきました資料３の内容に

関する討論は、この後、資料４の説明が終わってからお時間を取りたいと思います。 

 従いまして、続きまして資料４の低圧・高圧のスマートメーターのＢルートに関して開

通や運用において、メーターとＨＥＭＳ・ＥＭＳ間で取り決めるべき事項の検討など、ガ

イドラインの取りまとめに御尽力をいただきましたスマートハウス･ビル標準・事業促進検

討会の副座長の梅嶋委員より内容を御紹介いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○梅嶋委員 

 梅嶋でございます。私のほうからは資料４に沿いまして、「Ｂルートから提供される情報

の取扱いに関する検討の状況」について報告をさせていただきます。先ほど事務局のほう

から発表がございました資料３の 15 ページの、「低圧スマートメーターから得られる情報

の提供」ということで、本年の９月の東京管内、そして 10 月の中部管内を皮切りに、28

年４月の全国導入に向けて、今順調に進んでおりますＢルートにおける情報提供の仕様の

新状況に関して、資料を使いまして御報告させていただきたいと思います。 
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 まず、お手元の資料４の１ページをめくっていただきまして、次のページでございます

が、こちらは以前からずっと同じものでございますが、Ｂルートのほうはスマートメータ

ーのほうから需要家の皆様に対してデータを遅延なく提供するために設計されているもの

ですということです。 

 それで４ページになりますが、ではどのような情報が提供されるのかということでござ

いますが、電力料金の積算に必要なデータに加えまして、メーターが計量器として持って

いるさまざまなデータを提供するというような形になっているところでございます。 

 それでデータの提供以外の特色としては、大きく２つございます。一つは、今回こちら

のほうのデータをただし書きで補足で書いてございますが、計量法の検定を受けたメータ

ーからということで、これを用いて、Ｂルートを用いて課金することも可能であるという

形にしてあります。 

 ２つ目は、多様なデータが消費者、そして需要家の皆様に提供されるわけですが、その

データを自己の責任で適切に管理することにより自由に利用することができるということ

を規定させていただいているところでございます。 

 次のページをお願いします。５ページになりますが、こちらの低圧Ｂルートの特色とし

ましては、公知で標準的なインターフェイスを組み合わせて全体システムをつくるという

ことを構築しているところでございます。それで、レイヤー４の UDP／TCP、レイヤー３の

ＩＰの世界、そしてレイヤー１、２に関しては皆様のよくわかっている、例えばＷｉＦｉ

であるとか、Ｗｉ-ＳＵＮであるとか、全て国際標準機関から番号がついたものを使って、

公知で標準的なメディアを組み合わせてＢルートを構築するということを行っております。 

 そうしますと、レイヤー５～７に書いてあります「ECHONET Lite」という言葉のみが何

か国内的な規格ではないかということで皆様は取られるかもしれませんが、ECHONET Lite

のほうは無事に国際標準化が終了しまして、現在は「IEC 62394」という番号で呼ばれてい

るものでございます。これを持ちましてレイヤー１～レイヤー７、全てのレイヤーが公知

で標準的な技術によって構築されるというような状況が完成しております。 

 それを踏まえた現在の通信方式の状況でございますが、６ページを御覧いただければと

思いますが、公知な標準的なメディアの一つであるＷｉ-ＳＵＮ（ＩＰ）方式を利用して主

方式を構築し、そして補完方式としては無線が飛ばないところに関してはＧ３-ＰＬＣの方

式を使って進めていくということで今進んでいるところでございます。 

 次のページをお願いします。それでこちらのほうは、通信はベストエフォート方式とな
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っているところでございますが、しかしながらベストエフォートと言っているからといっ

てつながらないということではなく、通信に関してお互いに相互に努力してつなげていく

という意味で、責任分界点を真ん中に置き、そしてベストエフォートの方式でつなげてい

くというような形を持っているところでございます。 

 それで次のページ以降が運用フローの部分でございまして、９ページ、10 ページが特に

開通のフローでございますが、現在、検討しております開通のフローはＨＥＭＳを設置し

た後に、Ｂルートの接続のほうの申込みのほうをスマートメーターの設置者のほうに、お

客様独自で、もしくはＨＥＭＳの販売事業者が代理で行い、それを求めてそれをキックに

しましてスマートメーター設置者のほうがお客様確認等を行い、Ｂルートのほうを開通さ

せると。それで開通に際しては、Ｂルートの認証ＩＤとパスワードのほうがお客様のほう

に通知されることになり、その通知を元にスマートメーターのほうにデータを打ち込んで、

それで開通ということになるという形式に全体フローとしてはなっているというところで

ございます。 

 それで次のページをお願いします。11 ページになりますが、認証ＩＤの定義でございま

すが、これまでの検討の中で決まりました合意事項に基づいて認証ＩＤとパスワードを設

置しているところでございます。 

 それで 12 ページのほうは、接続ができない可能性があるということもありますので、ベ

ストエフォートではございますが、エラー時の対応に関してスマートメーター設置者とＨ

ＥＭＳのほうの事業者との間で検討させていただきました。一番大きな報告事項としまし

ては２つございまして、エラー別に問い合わせ先、そして対応方法を明示しているという

のが１つ目の部分でございます。 

 ２つ目の部分に関しては、今回利用するメディアが確定しましたので、設置者のほうが

どの程度の通信品質を担保すべきかということを、ベストエフォートという限られた状況

の中で決めさせていただきました。例えば、Ｗｉ-ＳＵＮ方式 920 の無線方式で通信する場

合には、少し小さな字で恐縮ですが、ただし書きのところにございますが、「Ｗｉ-ＳＵＮ 

Alliance が定める受信感度である-88dBm 以上の通信強度が確保されることが求められる」

というような表記にさせていただきまして、この程度の無線の強さということを設置者の

ほうは考えてしっかりとデータを出すと。そうすると受け手のほうも努力すればほぼつな

がることができると。このような国際的な機関の推奨というものを記載させていただくこ

との中で、ベストエフォートという環境におきましても接続ができるというような状況を
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つくり上げているところがポイントでございます。ということで、エラー時の対応のほう

を 12 ページに記載させていただいているところでございます。 

 それで 13 ページに関しては、先ほど事務局のほうの資料にもございましたので、遅延な

い形で設置していくということが記載されているものでございます。 

 それでネットワーク構成に関しては 14 ページでございまして、これは前回の御報告と変

更なく、ＩＰｖ６を行う。そしてセキュリティの関係からダイナミックルーティングと申

しますが、ＩＰルーティングのほうは直接的に行わないということを考えているところで

ございます。 

 次のページをお願いします。先ほど資料３のほうでもございましたが、Ｂルートに関し

ては公知で標準的な機器ということで、機器として有するべきセキュリティというところ

をここに基本要件として６つ明示しているところでございます。 

 １つ目は、ＢルートとＡルート側はアイソレーションされた構造物としての設計とする

ということが決定しているところでございます。 

 ２つ目は、スマートメーターとＨＥＭＳコントローラーは１：１の接続形態とする。 

 ３つ目、公知な標準メディアが相互接続確認をサポートしている認証、暗号方式と組み

合わせて適切なセキュリティを設計する。 

 ４つ目、レイヤー２以下での暗号化処理は必須とする。暗号化処理方式に関してはＡＥ

Ｓ-128 などを公的な機関により長期にわたり十分な強度を有すると判断されるものを採

用する。 

 ５つ目、Ｂルートから他のドメインへＩＰルーティングで接続することを行わない。 

 ６つ目、悪意のあるＩＰパケット、コマンドが宅内側から到達することを防ぐことを目

的に、コマンドに関しては ECHONET Lite の対応コマンドを限定するということをさせてい

ただいております。 

 これら６つの状況を組み合わせる形でセキュリティを構築しているというのが、現在の

Ｂルートのほうのスマートメーターのセキュリティでございます。 

 それで 16 ページを御覧いただきますと、通信頻度に関してでございますが、今回の低圧

Ｂルートに関してはリアルタイムでデータが取れるということが重要視されておりまして、

現在はこれとは別のことでございますが、商務情報政策局が主催しています大規模ＨＥＭ

Ｓ実証事業において、本当にリアルタイムに取れるのかということに関して 終的な技術

検討が推進されておりますが、通信のほうに余り負担をかけないという意味で一つのパケ
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ットで複数のコマンドが取れるというような、ECHONET Lite が持っている技術的な有意性

も拡張しながら、通信に負担をかけない形でたくさんのデータが需要家のほうに提供され

るというような仕組みを構築しているところでございます。 

 それで 17 ページを御覧いただきたいと思いますが、これらのような仕様を公知で標準化

する。そしてセキュリティを担保するということは実際にしておりますが、大事なことは

それが実際に運用されるということでございまして、これら機器のほうがしっかりと動い

ているかということに関しては、エコーネットコンソーシアムが認定した第三者認証機関

におきまして相互接続を含めて確認するという体制をとっているところでございます。 

 それで、この第三者認証の対象に関してはこちらの図にも書いてありますが、スマート

メーターのみならず対向器でありますＨＥＭＳコントローラーのほうも第三者認証の対象

としているところでございます。そうすることによりまして相互が認証されるということ

で、相互接続がより確実になり、かつセキュリティに関する検討もここの部分でできると

いうことを認識した上での形になっているところでございます。 

 では、それらの相互接続が担保された機器に関して、どこに行けば見られるかというこ

とでございますが、18 ページにございますエコーネットコンソーシアムのほうの認証済み

機器リストを見ていただくと、相互接続の確認が取れたものがリストアップされていると

ころでございます。従いまして、需要家、そして消費者の皆様方におかれましては、ここ

に記載されている認証済みの機器を購入してＨＥＭＳを購入してつなげていただくと。ま

た、電力会社をはじめとしたメーター設置者の皆様におかれましては、ここに書いてある

スマートメーターをＢルートのほうに通信モジュールとして導入していただくということ

が大事になろうかと考えているところでございます。 

 以上が低圧メーターの部分でございまして、これに加えまして先ほど資料３にございま

したが、今回、高圧のほうも実際に推進していこうということになりましたので、それを

踏まえた形で高圧のガイドラインの検討結果のほうを御報告させていただきます。 

 低圧との変更点の部分のみを中心に御説明させていただきますので、よろしくお願いし

ます。21 ページを御覧いただければと思いますが、基本的には全て低圧と同じ状況を再現

するということでございまして、高圧メーターに関しても ECHONET Lite の規格を活用して

いくということで、下に書いてありますプロパティというコマンドを実際に手に取ること

ができます。デジタルデータで提供されますという形にしているところでございます。そ

れで、こちらの提供データは電力料金の加算のところも計測ができるということにしてお
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ります。 

 また、一つ高圧としての重要なところでございますが、いろいろなことが考えられるの

ですが、早期実装を重視する観点から、現行仕様の計器が保有するデータを対象項目とさ

せていただいたというところが主要な部分でございます。 

 次のページをお願いします。23 ページでございますが、これは低圧メーターと同じく通

信に関してはベストエフォートにしますということにさせていただきました。 

 それで 24 ページ以降はその開通のフローでございますが、開通のフローに関しては基本

的には低圧メーターのやり方を踏襲しているところでございます。 

 それで 27 ページ、28 ページに行っていただければと思いますが、27 ページにおきまし

てはネットワーク構成に関する基本要件を書かせていただいているところでございます。

基本要件としましては、ＢルートのネットワークはＥＭＳのネットワークと共用すること

ができる。Ｂルートの通信プロトコルはＩＰｖ６とする。２台以上のスマートメーターが

存在する場合に、複数のＢルートが共存するケースを考慮する。Ｂルートからほかのドメ

インへＩＰルーティングで接続することは行わないという形にしているところでございま

す。 

 それで６を見ていただきますと、セキュリティのところに記載させていただいておりま

すが、１個大事な項目がございまして、低圧と比べて一番大きな変更点ですが、この 28

ページの図でございますが、高圧に関しては現在の実装状況を含めてヒアリングをさせて

いただき、この３ポツに書いてあります有線（イーサネット）と、このイーサネットを実

装することを必須とさせていただきました。従いまして、需要家、利用者の皆様におかれ

ましては、イーサネットで高圧のスマートメーターのデータを引き込むということが可能

になっております。それで有線を引くのがなかなか難しいところに関しては、無線等々の

代替手段のほうも検討しておりますが、基本的には全ての需要家の皆様が有線、イーサネ

ットで引き込むことができるというところが大きな特色でございます。 

 以降、セキュリティに関しては 29 ページのほうで御紹介させていただいております。そ

れで 30 ページのほうでは通信頻度のあり方のほうを紹介させていただいておりまして、そ

れで 31 ページ、32 ページは先ほど低圧のほうで申し上げさせていただきましたが、エコ

ーネットコンソーシアムが規定した第三者認証機関のほうで実際にメーターのほうの認証、

そして対向器のほうの認証も行うということが決定しておりまして、現在はそれに向けて

進捗のほうを行っているというところでございます。 
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 以上で少し長くなりましたが、Ｂルートに関する現在の仕様の検討結果に関して御報告

をさせていただきました。 

○林座長  

 はい、どうもありがとうございました。それではこれから討論に入っていきたいと思い

ます。先ほど御説明いただきました資料３の２ページ目をめくっていただきまして、スマ

ートメーターの導入・活用を促進していく上での課題と対応の、２つ目の○で、「以下の点

について整理を行う」ということで、４つございます。 

 それでこの（１）が各電力会社の導入計画及び調達実施状況等、（２）が電力会社（送配

電事業者）以外の主体によるスマートメーター設置に関する検討、（３）がスマートメータ

ーシステムのセキュリティを巡る状況、（４）がＢルートから提供される情報の取扱いに関

する検討状況となっておりますが、ただいまから進めていくのですが、４つありますが、

まず 初は（１）の各電力会社の導入計画及び調達実施状況等と、（４）のＢルートから提

供される情報の取扱いに関する検討状況というのが親和性が高いということで、この２つ

を、（１）と（４）を 初に議論しまして、そのあとに今度は（２）の電力会社（送配電事

業者）以外の主体によるスマートメーター設置に関する検討と、（３）のスマートメーター

システムのセキュリティを巡る状況を一緒に進めさせていただくということで、２段階で

議論をしたいと思います。もちろん、この資料以外の内容についての御指摘も積極的にお

願いします。 

 では、まず（１）と（４）ですが、各電力会社の導入計画及び調達実施状況等と、（４）

のＢルートから提供される情報の取扱いに関する検討状況に関連して、御発言のある方は

手元にあるネームプレートを立てていただけますでしょうか。オブザーバーの皆様につき

ましても委員の皆様同様に御発言いただくことができますので、どうぞよろしくお願いし

ます。それではよろしくお願いします。では、小林オブザーバー、お願いします。 

○小林氏 

 東光東芝メーターシステムズの小林でございます。先日、前の委員会で各電力さんに導

入計画をお願いしますということでお願いをしましたが、早速こういう形で数字を出して

いただきまして非常に感謝申し上げます。 

 ２つ感謝したいのですが、一つは導入計画がわかったということで非常にありがたいな

と思っておりますが、もう一つは、前の２回について私たちがコストダウンするにはどう

しても平準化が必要だという、かなり強く訴えたことに関して、各電力さんがこういう数
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字を見られるとわかるんですが、非常に御努力をされた結果で、平準化ができているとい

うところで、これも感謝したいと思います。 

 ただ、今度は縦に見た場合に、全国で見た場合に、我々としてちょっとこれからどう検

討していくかということが課題になってくるかと思っていますが、今、導入期は比較的、

電力さんの御努力も、それから委員会のいろいろな調達の仕組みの検討も含めまして比較

的うまく回っていて、コストは順調に下がっているかなと思っていますが、やはりこの導

入計画の表を縦に見た場合に、やはり 2018 年までをピークにして、それ以降の５年間ぐら

いがガクッと下がって行って、やはり全体として見た場合にかなり平準化がとられていな

い中で順調に下がってきたコストを、そのコストを維持し、なおかつ更にコストダウンが

できるというところの対応策をこれからはメーカーのほうも考えていかなければいけない

かなというように感じている次第でございます。 

 メーカーだけでなく、これから設置工事、配送も含めましてそちらのほうのコストアッ

プも何とか防いでいかなければいけないかなと思いまして、その際にやはりこういう数字

だけですが、数の減少に対してどういう手を打って余りコストをかけない導入ができるか

ということが課題かなと感じています。とりあえずは導入計画につきましては、本当に数

字を出していただきましてありがとうございました。ここで御礼を申し上げます。以上で

す。 

○林座長  

 はい、ありがとうございました。それでは続きまして辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。質問だけなのですが、よろしくお願いします。12 ページのとこ

ろなのですが、大丈夫ですか、お聞きしたいのでお願いします。 

 このＲＦＰ方式で皆さん既に実施されたということで御報告なのだと思いますが、中国

電力さんが審査の体制の中に外部の目というか、第三者の目線が入っているような書き方

にはなっていないですね。それともう一つは北陸電力さんですか、御説明いただければい

いなと思ったのが一つです。 

 それから、今の小林さんのところで御説明のあった導入計画の件ですが、6 ページの中

で、※がついているところが検満で取りかえるという説明が入っているのですが、関電さ

んの場合には前からやっておられるから 10 年ぐらい経つのだというのは想像がつくので

すが、九州はどうして 28 年度からの導入で既に、平成 32 年という短い期間に検満になる
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のか、もう既についているというそういう話ですか。その辺がわからなかったということ

で御説明いただきたいなと思います。 

 あともう一つ、13 ページのシステムの実施状況で九電さんだけが、また九電さんなので

すが、一つだけ主な方式というのが違うんですね。これはどういう経緯でこのように他社

と違うのか、別に違ってもいいとは思いますが、ちょっと目につくので気になってしまい

ました。ご説明いただきたいと思います。以上です。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。今、幾つかいただきましたが、まずすぐにお答えいた

だくほうがいいかなと思いましたので、例えば 初の 12 ページにございましたが、審査体

制に対する御質問で、中国電力様と北陸電力様、それに関して御質問がございましたので

そこをまずお答えいただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。では、まず中国電力様

からよろしくお願いします。 

○天野氏（中国電力株式会社） 

 中国電力の天野でございます。御質問ありがとうございます。このＲＦＰについては昨

年度の 25 年度に実施しました。結果的には、第三者による審査というものは行っておりま

せんが、社内ではありますが十分に厳格で公正な審査が行われたというように考えており

ます。まず、審査項目、審査基準、配点等そういうエビデンスについては事前にきちんと

明確にして、恣意的なものは判断が入らないようなやり方ですとか、あとは技術部門、そ

れから資材部門、これをきちんと分けて独立して評価していくといったようなやり方で厳

格なＲＦＰを実施できたものというように考えております。以上でございます。 

○林座長  

 では、北陸電力様、お願いします。 

○高松氏（北陸電力株式会社）  

 北陸電力の高松でございます。御質問ありがとうございました。私どもも基本的には中

国電力さんと同じでございます。調達に関しては、まず技術審査を技術部門で行うわけで

すが、ここでは優劣を決めておりません。単に技術的に可否だけを決めている。そのあと

は資材部門において価格の低いほうを決めさせていただくということをやっております。

ここは厳密に分けておりますので、そういう意味で適正なＲＦＰができたものと考えてお

ります。 

○林座長 
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 ありがとうございました。続きまして、辰巳委員から更に御質問がありましたが、13 ペ

ージですが、各電力会社の通信方式ということで、九州電力様に対するお話と６ページの

話をまとめて御回答いただければと思います。 

○西村氏（九州電力株式会社） 

 九州電力の西村でございます。まず６ページ目の導入計画における「※」の件でござい

ますが、弊社も関西電力さんほか他電力さん、並びにメーカーさんと共同開発しました関

西電力さんも導入されておりますユニット式のスマートメーターにつきまして、試験的に

導入ということで平成 22 年から導入しております。今回はＲＦＰ、あるいはいろいろな標

準化された仕様での調達の本格的導入というのが平成 28 年からというようになっており

ますが、試験的に導入してきておりますものが既に 60 数万台が現地に取りつけられており

ますが、それがちょうど 10 年目の検満取りかえということが平成 32 年に迎えるというこ

とで、その台数を含んでおります。 

 それと 13 ページ目の通信方式の件でございますが、これはちょっとＲＦＰの状況から御

説明したほうがよろしいかと思いますので、ちょっと御説明させていただきます。ＲＦＰ

につきましては弊社より要求事項を御提示しまして、それでその中で各メーカーさんから

御提案をいただくという方式でやっております。それで各メーカーさんからの御提案の中

には、この１:Ｎ無線方式を主体とするものもありましたし、他社さんにありますような無

線マルチホップ方式を主体とするものもございました。その御提案された内容につきまし

て、技術的な評価とコストの評価ということを行っております。それで、コストにつきま

してはトータルコストということで、初期導入費用のイニシャルコストと、あとはその後

のランニングコストを含めたトータルコストで評価を行っております。 

 それで評価しました結果、技術評価が も高く、コストも もトータルコストが安いと

御提案された電力会社さんの方式がこの方式であったということでございますが、なぜ無

線マルチホップ方式が採用されていないのかということにつきまして、提案されたメーカ

ーさんにお尋ねしましたところ、一つはトータルコストで評価するということで、トータ

ルコストが も安いものということなのですが、その中でも初期の導入費用を抑制したい

ということを弊社がその中で表明しておりましたので、そういう中で当初、導入コストを

抑えながら遠隔検針をある程度一定レベルで実現していく上では１:Ｎ無線方式がいいと。

それで一部無線マルチホップ方式を需要密度の高いところに入れるということも考えられ

るのですが、そうすると全体のトータルコストにとっては上がる方向に作用するので、１:
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Ｎ無線方式をかなり多く入れたほうがトータルコストは下がるという評価のもと、これが

御提案されたということでございます。以上でございます。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。では続きまして田中委員からお願いします。その後に

松村委員、梅嶋委員、遠藤委員に。 

○田中委員 

 ありがとうございます。スライドの 15 ページの「低圧スマートメーターから得られる情

報の提供」の部分なのですが、前回は私は欠席しておりまして、もし前回議論が既にされ

ているのであれば結構でございます。 

 各社さんを拝見しますと、一部対応開始、それから全供給エリアの対応開始、と２段階

でやっておられる会社が大多数でして、これはやはりいざ始めるといろいろな不具合が出

てきて、それをチェックして、検証して改善できるというそういうメリットがあるという

ことで、２段階でやっているところが多いのだと理解しております。 

 そういう観点からしますと、北陸電力さんはＡルート、Ｂルートとも一部対応開始とい

う段階をしないで、すぐに全供給エリアに入る。中国電力さんもＢルートについてはその

ようになっております。それは、需要規模が少ないからということなのかもしれませんが、

しかし実際に蓋を開けてみると何か不具合が出てくる可能性もあるということで、検証し

て改善するそういう機会がないのかなとちょっと懸念するのですが。この点に関してどの

ようにお考えなのか、それをお聞きしたいと思っています。以上です。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。幾つかちょっと電力さんへの質問があるので、幾つか

まとめてから後でまた電力さんに質問したいと思います。ありがとうございました。続き

まして松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 まず、このＲＦＰに関して、この委員会、検討会の役割は何なのかを確認したい。報告

を受けて、それに関して何らかの意見を言うことがあると思いますが、オーソライズする

ということではないですよね。オーソライズするには情報が足りなさ過ぎる。 

 それから先ほどの中国電力と北陸電力の説明ですが、私は到底受け入れかねます。料金

審査の段階で中部電力のＲＦＰが問題になったときに、中部電力は私の記憶では顧問弁護

士という形で第三者を入れるという努力をされた。しかし、それでは本当に第三者性とい
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うか、公平性が保たれているのかという疑義があり、それですら議論になった。その段階

では、しかし中部電力は先駆的にＲＦＰをしたということもあり、その段階では十分な努

力をされたというのは認めるけれど、今後やるところに関してはこの程度のものでは困る

と、はっきり議論されたのにも関わらず、第三者性を、そもそもその不十分な中部電力の

レベルにも達しない形でやったというのは、私は問題外だと思います。 

 しかし、一応それでもちゃんと公正にやったとの主張でした。やったほうとしては当然

そう言うのでしょうが、公正にやったということが第三者にはわからない。私たちにはわ

からない形で、内部で閉じてやられたということですから、当然、料金の審査の段階では、

両社は も重点的に厳しく見られることになると思います。今回、第三者性がなく、中立

性が疑われるというような調達をしたところについては、託送料金の査定の段階で も重

点的に見て、そこでオーソライズするという形になるのだと思います。間違っても、ここ

で正しいことをやったと総括するのではなく、むしろ疑念が出されたので、それに関して

は、今後両社はきちんと答えて行く義務がある、ということを確認させてください。 

 それから、２社以外は第三者の関与があったと思いますが、他社では「弁護士」と書い

てあるところと、「有識者」と書いてあるところがある。一応念のために確認させてくださ

い。こう書いたところは、弁護士は当然顧問弁護士ではないですよね。有識者というのは

自社で研究費とかを援助している、あるいは報酬を払っている研究室の研究者ではないで

すよね。この点を確認させてください。 

 お答えはノーのときだけ、そういう人です、というときだけお答えをいただきたい。そ

うでない場合にはお答えは不要です。 

 次に、ここで言うことではないかもしれませんが、スマートメーターの設置時期につい

て確認させてください。自由化に際し、新規参入者の需要家には優先的につけることをお

約束いただいたと思っております。それがいいかどうかは別として、電力会社のほうから

お約束いただいたと思っていますので、いろいろな時期を検討するときには、自由化のと

きに申込みが殺到して、設置が遅れたということがないようにお願いします。一定程度の

数が来ることは今の段階でも予想できていると思いますので、それに対する準備をお願い

します。 

 それから次に、九州電力が１:Ｎになったということに対して、１社だけ違うから、だか

ら重い説明責任があるという発想はすべきではないと思います。そんなことを言うと、他

の会社と違うものを採用することに対して強烈なディスインセンティブを与えることにな
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る。むしろ九州電力のやり方が正しくて他の会社のほうが全部間違っているという可能性

だってあるわけですから。もちろん、九州電力も他のところも皆それぞれ地域事情に応じ

て正解だったという可能性が一番高いわけですが。しかし九州電力は違うやり方をやった

とすると、そこからいろいろな知見を得られるという可能性はあって、他の電力会社にも

「こういうやり方をすれば実は１:Ｎのほうがコスト安」ということが伝われば、社会全体

にとってとてもいいことだと思いますので、今後は結果的に高くついたとか、予想よりも

安くついたという類のこと、予想外の問題があったというようなことがあれば、ぜひ積極

的に情報発信をお願いします。以上です。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。では、先ほど幾つか質問のほうがあったと思いますが、

それに関してはまた電力さんからコメントをいただければと思います。続きまして、梅嶋

委員、よろしくお願いします。 

○梅嶋委員 

 はい、私のほうから少し技術的なことに関して申し上げさせていただければと思います。 

 資料３の 17 ページにございますが、今回、低圧のスマートメーターが得られる情報の提

供、Ｃルートということが決まりまして、従来議論されていた１日４回というところが、

これが１日 48 回、そして 30 分の電力量値に関しては遅延 60 分以内が低圧、そして高圧に

関しては 30 分以内というところで検討が進められるというような形になると思ってござ

いますが、このような仕様が新しく細かく決まったことに関して、資料の８ページにござ

いますが、システムのアーキテクチャーを考えた場合には、逆に言うとどこがボトルネッ

クになっていくのかということを仕様の変更に基づいて考えなければいけないということ

を考えますと、一般的に考えるにここの通信の部分にかなり負担がかかってくるというの

が一般的な考え方でございます。 

 そういうことでございますので、このスマートメーター設置者の方におかれましては、

確かに今議論にもありますが、もうＲＦＰがフリーズした、決まったということで順調で

ということがございますが、この仕様が大きく変更しているというところを踏まえて、や

はりここはその状況を実現するために当初の計画にこだわることなく、環境の変化に応じ

たこの無線マルチホップ、ＰＬＣ、１:Ｎ無線の比率というのを考えてインフラを設計して

いくと。まさにここにございますが、適正品質とコストのバランスを取れたインフラをつ

くるということをぜひ御検討をお願いしたいと思っているところでございます。 
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 従いまして、こちらのほうのインフラが技術的に決まってくることの中で、できないと

いうことを言うのではなく、逆に言うとできるということを実現するためにダイナミック

に通信方式のほうを検討するというということに関しても、技術的な検討になるかもしれ

ませんが、ぜひ御留意していただいて実装のほうを進めていただければと思うところでご

ざいます。意見でございました。 

○林座長 

 はい、どうもありがとうございました。続きまして遠藤委員、お願いします。 

○遠藤委員 

 ありがとうございます。私のほうからは低圧のスマートメーターに関して２点と、高圧

が１点、意見をさせていただきます。 

 まず１点目ですが、17 ページのところに、１日４回の検討結果ということで、60 分以内

に提供いただけるようなシステムの検討を行っていただきました。これについて第 7 回の

制度設計ワーキングで報告がありまして、私から「コストについてむやみに高くなっては

困りますので、それが妥当なコストであるということをきちんと評価いただきたい」と発

言いたしました。システム仕様については御報告がありましたが、コストについてのお話

がまだ出てきていません。これにつきましては今開発が進められていると思いますので、

当然、託送費に大きな影響がない範囲でということになっていると思いますが、その具体

的な数字的なものを制度設計ワーキング、ないしはこの検討会で御報告いただきたいと思

っております。それがまず１点目です。 

 それから、次が５ページ目のところの全体概要です。上の四角の３つ目の○ですが、「小

売事業者の切替を希望するお客様に対してはスマートメーターへの交換を遅滞なく行う」

ということですが、九州電力さんを除いて基本的にマルチホップを採用されているという

ことで、これは恐らく電力会社さんが導入を計画されるときには面的に順次マルチホップ

化されていくということだと思います。そのときに新電力にスイッチングされたいという

お客様が、その計画から外れたところでまだ間に合っていない場合に希望されるとどうな

るのでしょうか。１:Ｎ無線方式を採用されているということですから、そういう場合には

恐らく１:Ｎ無線方式を適用していただいて、迅速にスイッチングに合わせてスマートメー

ターを交換していただくということだと考えております。それでよろしいでしょうかとい

う確認をさせてください。それが２点目です。 

 それから３点目は、Ｂルートの高圧のデジタル化の件です。同じく５ページ目の３つ目
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の○の１行目に「全ての電力会社はＨＥＭＳ設置等に伴いスマートメーターの設置を希望

する需要家や」という表現が入っております。これは低圧のＨＥＭＳだけでなく、高圧側

のデジタルインターフェース、ＢＥＭＳ、こういうものを希望されるお客様についても同

様に対応していただけるというように解釈しておりますが、それでいいでしょうか、よろ

しいですね、という確認をさせていただきたい。低圧のＨＥＭＳもこれから普及すると思

いますが、事業者のＢＥＭＳのほうは今どんどん普及が進んでおりますので、そういうニ

ーズが出てきております。ですから、これについても迅速に対応していただくということ

で進めていただきたいと。 

 今回のこの資料の中では低圧のスマートメーターの導入計画、あるいはＢルートの実装

の計画等については公表されているのですが、高圧のＢルートのデジタル化のスケジュー

ルがまだ出てきておりませんので、それをぜひお願いしたい。出していただきたいと。そ

れによって我々もそうですし、サービス事業者さんも当然それに合わせたいろいろなサー

ビス、それからシステムの開発等が始まると思いますので、ぜひともそれをお願いしたい

と思います。私からは以上でございます。 

○林座長 

 はい、どうもありがとうございました。では委員の方々からはとりあえずはよろしいで

すか。それでは今、幾つか御質問をいただきましたが、まずスイッチングの駆け込みの申

込みの対応云々の話、その対応の話が幾つか委員の方からありましたが、それに関する話

をまず解説いただければと思います。 

○藤田氏（中部電力株式会社） 

 中部電力の藤田でございます。先ほど松村委員も自由化のときに申込みが殺到してとい

うことと、あとは今、遠藤委員からも自由化のときの切りかえの話がございましたので、

私のほうからお話をさせていただきたいと思います。 

 これまでも契約変更を御希望される方については御迷惑をかけないように対応してまい

りましたし、お待たせするようなことがないように 大限の努力をしてまいります。それ

に合わせて、今回の小売全面自由化前にスイッチングを希望される方からも受付を開始し

て先行取りつけをするなど、取替工事の平準化に向けた検討もして準備を進めてまいりた

いと思っておりますので、御承知おきいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○林座長 

 では土井委員、お願いします。 
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○土井委員（関西電力株式会社） 

 関西電力の土井でございます。何人かの委員の方からいろいろ質問がございましたので、

共通するところを兼ねましてお答えします。 

 まず、今、藤田委員からスイッチング等がきちんと間に合うようにできるのかというお

話がございました。例えば当社で申し上げますと、この 10 月末で 330 万台のメーターを設

置しておりますが、全体で当社のメーターの 25％ぐらいがこれはスマートメーター化され

ております。現在の接続率は 77％でございます。もちろん、一部の営業所は先行してやっ

ておりますので、そういうところは 90 数％まで行っておりまして、おおむね遠隔で検針は

可能であるという状況になっております。 

 では、そういう状態で自由化を迎えたときにどうなるのか。あと 28 年４月まで１年半ほ

どございますので、その間に導入されていく台数を考えますと、当座を申し上げますと大

体 40％ぐらいが導入されることになる。この数字で行きますと、マルチホップという方式

でやった場合に、過去に私どもが実証した経験からしますと、かなりの率でつながるよう

になるのではないかと思っております。その上で、どうしてもスイッチングを希望される

ようなお客様につながらない、こういうところについては今、藤田委員がおっしゃったよ

うに、１:Ｎの方式を入れるということで対応していこうと。１:Ｎの方式についても既に

開発ができておりますので、そういう対応を原則にしていきたいと。 

 ただし、我々がやっている中で行きますと、例えば１:Ｎの携帯方式ではつながらないエ

リアというのがまだ全国に残っていますよね。では、そういうところでもし現実に需要が

あって、そこでスイッチングを希望されたらどうするのか。そういうところがまだまだ技

術的なハードルがございます。それから例えば無線でやるにしても、ＰＬＣでやるにして

も、例えばビルの地下室にメーターがある場合、これもなかなかハードルが高くて、今は

鋭意頑張っているところなのですが、そういう問題がございます。ですから、先ほど申し

上げましたように、我々としましてもお客様のニーズに応えるべく 大限の努力をさせて

いただきますが、そういう中でまだ少し技術的なハードルがあるという点も御認識いただ

きたいと思います。 

 それとあわせまして、やはりスイッチングの希望に対応していくためには、やはりどれ

ぐらいそういうニーズが出てくるのか、これをきちんと把握する必要がございます。今回、

我々が導入台数を先ほど年度展開でお示しをしましたが、これはあくまでも我々なりにス

イッチングの数を想定した上で、それも入れた数字でございます。ただ、やはりそれもピ
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ークが立つ可能性もございますので、そういう場合にはやはり新電力様、あるいはお客様

のほうからそういう希望がどれぐらいあるのか、このあたりを我々は託送部門のほうと事

前にいろいろ情報を交換させていただいて、その上で例えば来年度はどのぐらい出てくる

のか、そのあたりを十分に調整して進めていく必要があるのではないかと。これは物の調

達にも関わってまいりますので、やはりこういうステップは重要かなと思っております。 

 それから、あとはＣルートのコストの話がございました。これにつきましては、私ども

はもともとＣルートの提供の時間と頻度、これにつきましては当初、私どもは 初に考え

ていた段階とは、やはりもっと時間の頻度を短くしてほしいということでございますので、

要はシステム的な対応が必要でございます。それで各社は今鋭意詳細に検討されておりま

して、どれぐらいコストがかかるのか、コストダウンも含めましていろいろ検討されてい

るというように聞いておりますが、私どもが聞いた範囲ですと、例えば関西電力でいきま

すともともと開発しましたシステムがたまたま 30 分値のメーターを計測しましたら、それ

をどんどんセンターのほうに上位系のほうに上げていく、そういうシステムでつくってお

ります。ですから、それをあとは上がったところでどう処理していくか、それを１時間後

にお渡しする加工が比較的楽だったというように。 

 ただ、電力さんによりましては、そこの仕組みはあるところで一旦溜めてから送るとい

うことになりますと、そこに時間のズレができますので、それをもっと短い時間にしよう

とするとかなりハードルが上がる。ですから、このあたりは現在は検討中でございますの

で、また別途コストにつきましてお答えすることが必要かなと思いますが、今はそういう

状況でございます。私からは以上でございます。 

○林座長 

 はい、どうもありがとうございました。あとは田中委員のほうから、15 ページですか、

北陸電力さんと中国電力さんにＡ・Ｂルート対応の御質問がありましたので、これだけち

ょっとまたコメントをいただければと思います。 

○高松氏（北陸電力株式会社） 

 はい、北陸電力でございます。私どもは今、業務システム、それから通信システム、そ

れから管理システムというのは、27 年の６月末までに準備を終え、７月から運用開始する

予定でございまして、それができましたら一斉にスマートメーターの導入を進めたいとい

うことで計画しております。 

 私どものエリアは極めてコンパクトでございまして、一部ということは考えてはおりま
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せん。そのシステムに合わせて導入していって対応できるものというように思っておりま

す。また、もしうまくいかないということであれば、運用をしながら改善を図っていきた

いというように考えております。以上でございます。 

○天野氏（中国電力株式会社） 

 中国電力でございます。15 ページで中国電力はＢルートの対応開始時期、一部対応開始

のところに「－」を引いておりますが、検証等は必要ないかという御質問ですが、検証に

ついてはＡルートもＢルートも含めて 27 年度に実施する計画でございますので、そこでき

ちんと検証して 28 年からスタートして行くというスケジュールでございます。 

○山崎課長 

 事務局から松村委員の御質問についてお答えさせていただきます。 

 まずこのＲＦＰの内容について、これをオーソライズするということではないのだよね

という御確認でございますが、前回も委員から御指摘を受けた点でございますが、おっし

ゃるとおりだというように考えております。すなわち、本検討会でいただいた御意見も踏

まえて、今後は託送料金の査定プロセス等においていただいた意見も踏まえてしっかりと

反映していくと。それでこちらの検討会においては可能な限りの御指摘をいただきたいと

いう、こういう位置づけになっているというように御理解いただけたらと思います。 

 あわせまして、先ほど松村委員から御指摘をいただきましたそれに関わることですが、

第三者の位置づけについては後ほど事務局のほうで整理して、各社さんに出していただい

て次回にお示しをするということでよろしいでしょうか。 

 更に土井委員のほうからも御指摘がありました遠藤委員のコストについての御指摘でご

ざいますが、遠藤委員からも御指摘をいただきましたように、広域機関の準備組合の下に

設置されましたスイッチング支援システム等の検討に関する作業会において、基本仕様の

検討が行われ、制度設計ワーキングにも報告されているところでございます。この延長線

上で今、土井委員からもお話がありましたように、各社さんにおいて詳細設計がなされて

いるというように認識しておりまして、コストも含めたそういう点について今後何らかの

形で確認していきたいというように考えてございます。その場がどういう場がいいのかと

いうことは、改めて事務局のほうで整理して関係者と御相談させていただきたいと思って

おります。以上でございます。 

○林座長 

 よろしいでしょうか。どうぞ、藤田委員。 
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○藤田氏（中部電力株式会社） 

 先ほど遠藤委員から、高圧のＢルートのことについてスケジュールをということでござ

いましたが、本日、梅嶋委員のご報告のように、高圧のＢルートについては 12 月１日に開

催されました「スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会」において運用ガイドライン

が決定したことから、これを元に我々も早期に導入できるように検討を進めてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。それでは続きまして今度は２つ目の大きな塊の議論を

したいと思いますが、先ほどもございましたが、（２）の電力会社（送配電事業者）以外の

主体によるスマートメーター設置に関する検討ということと、（３）のスマートメーターシ

ステムのセキュリティを巡る状況という、この２つに関して議論に移りたいと思います。

御発言のある方は手元にあるネームプレートを立てていただければと思います。よろしく

お願いします。 

 では、伊藤委員、よろしくお願いします。続いて辰巳委員ということで。 

○伊藤委員 

 ありがとうございます。 初に電力各社が設置、あるいは構築、あるいは運用を進める

スマートメーター及び関連システムに関しては、第三者、利用を希望される全ての事業者、

あるいは需要家が活用できる社会公共インフラであるというように私は理解します。した

がって安定運用を、コストの抑制、あるいは適正化、あるいは利便性の向上にこれまで以

上にきちんと取り組んでいただきたいというように希望します。また、第三者から疑義を

問われないような運用の仕組みの構築にもきちんと取り組んでいただきたいと思います。 

 そういう観点から行きますと、先ほど松村委員から御指摘のありましたＲＦＰ方式の運

用につきましては疑義が問われているという事実がございますので、これらに対しては積

極的な対応が必要であるというように考えております。 

 これは先ほどまでのお話ですが、今回のテーマに関しては第三者が設置を希望されるス

マートメーターに関してですが、電気事業に関しては基本的に追加コストが発生した場合

の負担につきましては原因者が責任を持つという原因者責任が原則であると、そのように

理解します。そういう観点でございますと、事務局案に提起されております内容、第三者

が負担することが妥当かどうかという点につきましては、私は妥当性が高いとそのように

考えております。 
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 それから梅嶋委員から御説明いただきました運用ガイドラインでございますが、その中

身はよく理解できました。極めて適正に 新の知見等を反映して議論・検討が進められて

いるということがよく理解できました。ただ、この分野に関してはさまざまな技術、ある

いはこれを悪用しようという方々も含めて日進月歩でさまざまな変化が生じておりますの

で、運用が始まって以降も継続的にこれらを審査・評価するそのような仕組みの構築が重

要ではないかと思います。その点についてはこれからも梅嶋委員を中心に積極的に御対応

いただきたいというように希望します。以上でございます。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。続きまして辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員 

 済みません、ありがとうございます。まず先ほどの続きで一つ意見があったのですが、

スイッチのお話のところです。スイッチのニーズがどれぐらいあるのかがわからないから

検証等もなかなか進みにくいというような、そういうような御意見があったように私は受

け取ったんですが、スイッチのニーズがどれぐらいあるのかわからないというお話よりも

前に、スイッチができるということの情報提供がないとなかなか消費者の側のニーズも出

て来ないものです。ですからニーズがあるかないかの前に、スイッチが簡単にできるとい

う説明がきちんとなされないと、消費者はわからないまま、今のままでという話になりま

す。その辺のニーズの掘り起こしというか、十分な情報提供のことをぜひ御検討いただき

たいという意見を言いたかったのです。 

 また、「第三者」という単語が何度も出てきて、その言葉が気になってしまいました。先

ほどのＲＦＰの検討のおりには第三者の人という意味で、要するに一者、二者でない人と

いう意味の第三者ですが使われています。ここで今回お使いになっている「第三者」とい

うのは、どこかでは「電力会社以外の主体」と説明表現があるのですね。それでも第三者

と言われると一者が電力会社で、二者が誰なのか。だから第三者はだれで、全く関係ない、

全然違う業界の人が入ってくるという意味なのか。それもあり得ると思いますが。だから、

そういうことから何か「第三者」という単語を使われると、誰を指すのかというイメージ

が湧かなかったのですね。ということで、第三者とお使いになるのなら、その第三者とい

うのはこういう人たちを想定しているのだ、ということを書いていただけるとわかりやす

いなと思いました。 

 それでですが、その上で要するに電力会社さん以外の主体という方が加わるという前提
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だと思いますが、先ほど電力会社さんがスマートメーターの選定から一連のシステムに関

してＲＦＰでちゃんと決まりましたとおっしゃっていますよね。ああいう選定の過程とい

うのは第三者に課せられるのかどうかというのがよくわからないままです。私たちからす

ると、電力会社が公正に皆の目を通して、電気料金にも関わる訳なので、安く査定したも

のを選定したという話であるのなら、同じように第三者にもそういう選定の方式を経たも

のである必要があるはずで、それがどこかで課せられるのかどうか、わかりにくいのでお

願いしたいと思います。以上です。 

○林座長 

 ありがとうございました。それでは続きまして梅嶋委員、そのあとに松村委員にお願い

します。 

○梅嶋委員 

 はい、第三者の設置に関してでございますが、まず前提としまして私が今から申し上げ

ます４つの点に関しては、コストの低減に効くというように考えております。 

 １つは、システムのアーキテクチャーを設計する際に、過剰な品質を要求しないという

ことと、ある１カ所にリスクを集中させないというところが１つ目のポイントだと思って

おります。２つ目は、ＲＦＰにおける取引仕様の透明化が重要であると考えております。

それによってシステム構築する方の新規参入が促進されるからでございます。３つ目は、

仕様の可能な限りの国際標準への対応が重要であると思っておりまして、それはシステム

構築におけるスケールメリットが効いてくるからでございます。４つ目が本日議論にも出

てきておりますが、仕様を決定する際に技術及びシステムのアーキテクチャーがわかる第

三者の評価というところが重要であると思っておりまして、これの４つがうまく組み合わ

さることができると、品質にもコストにも効く妥当性があるシステム・アーキテクチャー

が完成するということを専門家としては考えているところでございます。 

 そうした中で、今回出ているいろいろな形でのスマートメーターの設置ということでご

ざいますが、アーキテクチャーの専門家からしますとオープンで自由につくから安い、そ

してクローズドの仕様だから高いというのは、少し拙速な議論ではないかというように考

えているところでございます。大事なのは、何をオープン化し何をクローズにすることが、

コストにもそして品質にも もいいかという議論であると思っておりますので、そういう

意味では私の得ている情報に関して申し上げますと、現行のメーター設置者が国際標準を

尊重した仕様に基づき、かつ透明性が高いオープン調達を実施できるという前提であれば、
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14 回までのスマートメーターの制度検討会で議論されてきた、かつ現在進めているやり方

でスマートメーターのほうを設置することが、 終的に 28 年４月の制度改革のタイミング

に全体のシステムを間に合わせるということについては一番妥当ではないかなと、私個人

としてはそう考えているところでございます。 

 以上、少し拝見していて非常に詳細にわたってパターンを検討していただいているとい

うことを感じましたが、決して第三者が参入することがイコール、そのままコストの低減

につながる、いろいろなことができるということにつながるということではないのではな

いかということを意見として述べさせていただきます。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。では続きまして松村委員、そのあと服部委員でお願い

します。 

○松村委員 

 第三者が参入することが直ちにコストの削減、あるいは消費者の利益になるというので

はないという議論は、私にはよく理解できなかった。コストが高くなるばかりで、消費者

の利益にもならないのに入れてしまうというような制度を設計しないということであって、

結果的にそういう制度さえつくっておけばコストが高くて効率性の改善に資するものでな

ければ入って来られないということになるだけのこと。このような制度の検討は当然に進

めるべきだと私は思います。 

 それで（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）、それから（ⅰ）-２というのがあるのですが、まず（ⅰ）-

２は、私には理解できない。理解できないというのは、これは当然できるはず、何も議論

するまでもなくこれは当然に選択肢として与えられていますよね。全く新しいものを新た

につけるというだけですから、つけたものを料金の清算に使うなら計量法をパスしなけれ

ばいけないし、そういう使い方をしないならそこも必要ないというだけのことで、私は当

然につけられるものだと思っていたので、（ⅰ）-２はこれから可否を検討する選択肢とい

うよりは、当然に認められるものと理解しています。 

 それでも（ⅰ）-２と書いた意図は（ⅰ）-２のようなことはちゃんとできるにも関わら

ず、なお（ⅰ）に強いニーズがあるのかという問いかけであると理解しております。どち

らかを選ぶというようなことでなく、（ⅰ）-２は当然にできる。 

 その上で、これが当然にできるのだけど、更に（ⅰ）という選択肢をつくらなければい

けないのかという問題を考えるという提案だと思います。それに関しては、基本的に追加
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コストは、他の選択肢も含めて、原因者が負担するのが当然というか、そうしないと本当

に効率的なものだけが入ってくるのが保証されなくなるので、その原則は当然に維持すべ

きだと思います。 

 一方で、（ⅱ）や（ⅲ）についても同じですが、コストがかかってそのコストだけ負担し

なさいというなら、当然入ってくるインセンティブは全くないわけで、例えば（ⅱ）をや

ったとすれば選定と調達のプロセスというのは一般電気事業者の配電部門でないところが

やるということになるわけだから、当然その分のコストが節約されて、それを選択したと

ころは託送料が下がるという形でないと当然入って来ないことになります。そうすると、

追加コストをどれだけ負担するのかというのとセットで、これを選択したときには託送料

がどれだけ割り引かれるのかということも議論しなければならない。そこのところをきち

んと詰めるのは結構大変なこと、それなりに労力がかかると思います。追加コストの負担

と合わせて当然に議論するのだと、当たり前のことだから書いてないと理解しております。 

 その上で、（ⅰ）については現段階でここまでのニーズが本当にあるのかはまだ不明なの

で、（ⅲ）、あるいは（ⅱ）から順番にルールを整理していって、（ⅰ）に関しては追加コス

トを、その結果社会的に発生するコストを負担してでも入りたい、需要がちゃんとあると

いうことが確認された後に、ここで示されたような懸念に関してルールを検討していくと

いう順番でいいのかもしれない。その意味で（ⅲ）や（ⅱ）を優先的に検討するというこ

とであれば、事務局の提案は合理的な提案だと思いました。以上です。 

○林座長 

 はい、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。そのあとに田中

委員、お願いします。 

○服部委員 

 私はこの第三者の設置を認めることが社会にとって望ましくなるのであれば、それは当

然検討するべきであろうと思っていますが、先ほどの辰巳委員と同じでありまして、この

「第三者」というのがちょっとボヤけていてよくわからない。 

 それで、今日ここで検討している内容というのは、要するに検針というか、メーターの

設置であるとか、メーターの運用に競争を入れるということだと理解しています。それで

（ⅰ）の場合、もともと規制を受けている電力会社、あるいはこれからは送配電のライセ

ンスを受けてやることになる業務の一部をやるということになりますから、当然それに相

当する資格というかそういうものが必要になるのかなというように考えているわけです。
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例えば、海外ではメーターの自由化をしている国が何カ国かありますが、「メーター事業者」

という新たなカテゴリーを設けて、それにライセンスを与えるということをしているので

すね。 

 それで私としては海外の事例ばかり見ているので、そうするのが当然なのかなと思って

しまったのですが、もちろんどうするべきか、どれが望ましいかをよく検討するべきだと

思いますが、一つのやり方としてそういうことがあり得るんじゃないかと思っています。 

 それで今回の例で言うと、選定、調達というところと、運用というように分かれていま

すが、これを例えば２つのライセンスに分けていくとかそういうことも一つの手でしょう

し、とにかく「ライセンスを受けたメーター事業者」というような、そういうカテゴリー

がもしかすると必要な検討項目になるのかなというように考えています。ただ、それは慎

重に考えるべきところもあって、要するにあまり厳しいものにして参入障壁になってもい

けないので、それをちょっと補足しておきます。 

○林座長 

 はい、ありがとうございました。では続きまして田中委員、お願いします。 

○田中委員 

 私のほうからは消費者・需要家の視点に立ったコメントなのですが、第三者のメーター

を設置するということになったときに、消費者の目にはどのように映るのか、どのように

その負担を整理するべきか。例えば、類型の（ⅰ）-２、これはメーターが２つつくという

ことで、電力会社がメーターをつけて、第三者もメーターをつけると。このときには２つ

のメーターがついていて、第三者のつけたメーターの調達やその運用コストというのは

終的には消費者が負担するのは自然である。それで一方、もう一つ電力会社のメーターが

ついているわけで、これは託送費の中に電力会社のメーター関連の費用は含まれて、託送

料金として 終的には電気料金を払うときに消費者が負担するんだろうというように理解

しているのですが、そうすると消費者の目にはどのように映るか。ある消費者は、第三者

にメーターをつけてもらった分は全額支払うのはよいが、しかしもう一つ電力会社のメー

ターがついていて、これを自分が全部の原因でないので託送費として電気料金として払い

たくないという人もいるかもしれない。もう少し考える消費者は、自分が第三者のメータ

ーを選んだことによって電力会社にも運用コストがかかっているのだから、その分は払っ

てもいいけど、託送費の中のスマートメーターの関連コストを丸々払う必要があるだろう

かと、そのように疑問を持つ人が出てくるかもしれないと。 
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 こういうことは（ⅰ）の場合でも同じで、第三者がメーターをつけて、この負担をした

いと消費者が思うのは当然である。それで一方、電気の供給を受けると電気料金を払うと

きに託送料金も 終的には負担していて、スマートメーター関連のコストを広く負担して

いる。でも自分は第三者につけてもらっていて、電力会社の託送費の節約分があるのにそ

ういうコストも丸々負担しなければいけないのかと思い、託送費の一部の負担だったらし

てもいいと思うかも知れない。託送料金の中の一部を、自分が第三者を希望したことによ

って発生するコストとして負担してもいいと、そう思うかもしれない。 

 ということで、論点提示ということですが、電力会社の託送費の節約分も生じることも

考慮して、消費者の視点からどれぐらい負担するか、どのようにそれを整理するか、そう

いう論点も少し整理していただけるとありがたいと思います。 

○林座長 

 はい、どうもありがとうございました。今、幾つか御意見とかコメントをいただきまし

たので、事務局のほうから少し説明させていただきたいと思います。 

○山崎課長 

 はい、それではいただいた御質問、御意見について可能な限りお答えしたいと思います。

まず辰巳委員のほうからいただきました「第三者」という言葉が誰だかわからないという

御指摘でございます。この資料上では第三者というのは、電力会社（送配電事業者）以外

の人を第三者と呼んでいるというように今回の資料ではそのように整理させていただいて

おります。これにつきましては、では本来は第三者というのはどういう人なのかというこ

とですが、主に小売事業者さんが考えられるわけですが、その小売事業者さん以外の方の

可能性もあり得るということで、今の時点では「第三者」という言葉を使わせていただい

ております。ことほど左様にというか、そもそもニーズというのがどの辺にあるのかとい

うことを改めて整理しなければ前に進んでいけないということだと思っておりまして、そ

ういうニーズ整理のプロセスを通じまして辰巳委員からの「わかりづらい」という御指摘

についても、より明確化していくことになるというように思っております。 

 あとはＲＦＰが課されるのかということですが、こちらも負担論とのセットで、例えば

特定負担、原因者負担であればＲＦＰまでかける必要があるのかという議論が出てくるか

と思っておりまして、そういう負担論とセットで考えて行くものだというように今のとこ

ろは認識してございます。 

 松村委員のほうから、（ⅰ）-２という選択肢は当然できるはずだと、こういう御指摘を
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いただきました。この（ⅰ）と（ⅰ）-２がどちらかという、ちょっと「代替案」と書いて

ありますのでそのように見えてしまったところがあるかと思いますが、代替ではなく並び

で考えられるものだというこういう整理のもとで、 終的なまとめのところでもこの４類

型を基本として考えていくことでどうかということで提示させていただいているところで

ございます。 

 同じく松村委員からの、託送料の割引は当たり前のことだからここには書いてないのだ

ということを御指摘いただきましたが、これについてはちょっとどのような割引ができる

のか、おっしゃったとおり非常に労力のかかる話でありまして、従いまして今後検討させ

ていただきたいというように思ってございます。 

 服部委員からのライセンスの何らかの対象にすべきことになるのではないかという御指

摘をいただきましたが、一概に必要とは言えないというように考えてございまして、この

中でどの程度の責任を負う者であればライセンスが必要になるかということで、こちらも

どこまでがライセンスが必要なものになるのかというのは、一概に必要だというように言

えるものではないというように考えてございます。 

 あとは辰巳委員の前の御議論の中でいただいた「ニーズがわからない」という点につい

ては安永のほうから補足をさせていただきます。 

○安永調整官  

 自由化の周知広報というのは、国も関係事業者も取り組んでいかなければならないとい

うことで、そういう形でニーズの掘り起こしというのを進めたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

○林座長 

 よろしいでしょうか。ちょっと時間を超過して済みません。長時間にわたりまして御審

議いただきまして本当にありがとうございました。 

 本日の議論を踏まえまして、政府及び各電力会社等において今後の取組について御検討

いただきまして、次回は年が明けてから本検討会を開催し、更に議論を深めてまいりたい

と思います。 

 なお、スマートメーターシステムのセキュリティの話がございましたが、これにつきま

しては皆様御承知のとおり専門的、かつ詳細に議論をしていく必要があると考えておりま

す。そのため本検討会の下に有識者で構成するワーキンググループを設置することとしま

して、検討を行った上で本検討会に御報告する形とさせていただければと思います。また
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ワーキンググループのメンバーとか、議題の性質上、非公開とすることなど、その詳細に

ついては申しわけございませんが座長の一任とさせていただければいいと思いますが、そ

の点はよろしいでしょうか。 

○全員 

 異議なし。 

○林座長 

 ありがとうございます。それでは 後に電力・ガス事業部の多田部長より一言御挨拶を

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○多田部長 

 資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の多田でございます。今回は前回の開催から少し

間を置いての開催となりましたこともありまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 まず、本日は委員、オブザーバーの皆様におかれましては種々の検討事項がございまし

たところ、さまざま精力的に議論を行っていただきまして誠にありがとうございました。

また梅嶋委員におかれましては詳細な御報告をありがとうございました。 

 スマートメーターの導入、それから調達状況の御報告もございましたが、私ども 2020

年代早期にスマートメーターを全世帯、全事業所に導入するという、こういう目標を達成

するということで取組を進めていかなければならないと思っておりまして、電力各社にお

かれましては本日の御指摘等々を踏まえて着実に取組を進めていただきたいと思います。 

 それから電力会社以外の方々によりますスマートメーターの設置につきまして、こちら

につきましてもさまざまな御意見があったかと思います。事業者や需要家のニーズの精査

もしっかりとしていかなければならないと思いますので、こちらにつきましては私ども事

務局としましても間を置かずに更に検討を進めていきたいと、このように考えてございま

す。 

 それから今、座長のほうからお話がございましたが、スマートメーターシステムのセキ

ュリティ、こちらにつきましても大変重要な課題であるというように考えてございます。

こちらがしっかりしていないとこのスマートメーターに対する国民の信頼というのが得ら

れないということで、こちらについてしっかりやらなければいけないとこういうことでご

ざいまして、今、座長のほうからもお話がございましたように、今後は有識者で構成させ

ていただくワーキンググループ、こちらのほうで専門的で詳細な議論を進めていくと、こ

ういうことでやらせていただきたいと思います。このセキュリティ対策の向上、底上げを
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しっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 改めて申し上げるまでもございませんが、このスマートメーターは非常に重要なインフ

ラでございます。私どもとしましても引き続きしっかりと取り組んでまいりますので、委

員各位、オブザーバー各位におかれましては引き続き御協力をいただければと思います。

本日は誠にありがとうございました。 

○林座長 

 はい、どうもありがとうございました。それでは 後に事務局より事務連絡をお願いし

ます。 

○山崎課長 

 はい、本日もありがとうございました。次回の開催日程につきましては事務局より改め

て各委員に御連絡、調整をさせていただきたいと思います。 

○林座長 

 はい、それではただいまを持ちまして、以上で第 15 回スマートメーター制度検討会を閉

会させていただきます。皆様、本日はどうもありがとうございました。 

（了） 


