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1　まえがき

世界的な異常気象や石油・石炭などをはじめとした化石
燃料への依存，BRICs 諸国（ブラジル，ロシア，インド，

中国）に代表される新興国の経済成長などにより，地球温
暖化の問題がますます深刻化してきている。このような状
況の中で CO2 削減による地球温暖化防止を行う一つの方
策として，再生可能エネルギーの有効活用と積極的導入が

推進されている。

近年，再生可能エネルギーの電力系統への柔軟な連系を

実現可能とする“スマートグリッド”が世界規模で注目さ

れている。海外では，スマートグリッドの構成要素の一つ

であり，電気事業者と各需要家間の双方向通信が可能な

“スマートメータ”の導入が先行している。日本では，ス

マートメータに対し，電力使用量の遠隔検針や遠隔操作に

よる電力供給遮断だけでなく，スマートメータを利用した

新しいサービスを提供することも期待されている。

富士電機では，以前から電力取引メータの開発や電力
メータ，ガスメータの遠隔検針技術の開発を行ってきた。

本稿では，今までのリソースを活用し，需要家に省エネ

ルギー（省エネ）やピークシフトの実施を促すなどの新し

いサービスが提供できる“スマートメータリング”につい

て述べる。

2　海外におけるスマートメータ

海外ではスマートメータの導入に対し，次の効果が期待
されている。

⑴　電力業務効率化における効果
⒜　不正抑制（料金徴収ロスの回避）

不正（盗電対策），不当（データ改ざん）使用などの

早期発見・防止による収入の安定化
⒝　検針業務の効率化（現地業務の省力化）

人手による検針のコスト削減
⒞　設備形成の効率化

検針データをベースにした柱上変圧器などの設備設
計・形成の効率化
⒟　停電情報の把握

停電の早期把握と復旧
⒠　遠隔操作による電力供給遮断

電気料金不払いの需要家に対する電力供給停止・停止
解除

⑵　省エネによる効果
⒜　需要シフトによる負荷平準化
⒝　最大需要抑制による化石燃料費抑制と追加電源投資
の回避

⒞　多様な料金メニューの提供（デマンドサイドマネジ

メント・デマンドレスポンス）

⑶　付加価値サービス

ホームエリアネットワーク構築による高付加価値サービ

スの提供

3　日本におけるスマートメータ
⑴

日本における電力系統は，供給信頼度の向上や設備の効
率的運用などを目的とし，多くの部分は自動化されている。

その点で日本の系統は，既にスマートグリッドであるとい

われている。また，メータにおいても使用電力量の計測・

課金・料金徴収まで全体を網羅するシステムが構築されて

おり，スマートメータを業務効率化を目的に導入しても効
果は限定的と考えられる。しかし，電力系統に再生可能エ

ネルギーが大量に導入された場合，その出力変動により電
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圧が適正範囲を逸脱する可能性があり，スマートメータを

利用して，監視・制御を行うことが考えられる。

さらに，電力供給設備稼動率の向上や需要家のエネル

ギー利用の見える化・環境負荷低減に対するサービス提供
など，需要家との新しいコミュニケーションツールとして

の利用が考えられる。

4　スマートメータリングの全体構成とその要素

スマートメータリングシステムの全体構成のイメージを

図₁に示す。需要家との双方向通信によるエネルギーマネ

ジメントを行うシステムを構成するアイテムとして，次の

ものがある。

⒜　スマートメータ

⒝　通信技術
⒞　宅内表示器
⒟　コンセントレータ

⒠　MDMS（Meter Data Management System）

これらの各構成要素について，主な機能を次に述べる。

₄.₁　スマートメータ
⑵，⑶

日本において，現在各家庭などに設置されているメータ

は，アナログ式のものがほとんどである。

図₂に示すように，富士電機は 1990 年代から計量のデ

ジタル化と計量データの伝送機能を搭載したメータの開発
を進めている。このメータを利用した遠隔検針システムの

開発・導入が一部で進められている。

このようなシステムは計量技術や通信技術の革新により，
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図₁　スマートメータリングシステムの全体構成イメージ
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既に高度化が図られている。そして 2007 年ごろからは双
方向通信が可能で，メータ間およびその他の機器とも通信
可能なメータが開発され始め，これが先にも記述した，い

わゆるスマートメータと呼ばれるものである。スマート

メータには，需要家との双方向通信によるエネルギーマネ

ジメントを実現するために次の機能が必要である。

⒜　計量・計量値表示
⒝　上位システムとの通信により遠隔検針
⒞　電力供給停止・停止解除（ダイレクト計量時のみ）

⒟　電圧・電流計測（上位システムからの要求時）

⒠　デマンドレスポンス実施のため宅内表示器との通信

₄.₂　通信技術

従来，日本におけるメータの検針は，検針員が各家庭
を訪問し，計量値を読む方式が採られてきた（面前検針）。

しかし，近年はセキュリティ面を重視したオートロックマ

ンションの普及に伴い，遠隔検針が必要となってきている。

通信方式についても有線・無線を問わず，さまざまな方法
が適用されてきた。一昔前までは電話回線が主流であった

が，携帯電話の普及に伴い，最近では有線電話を持たない

家庭も増えてきている。富士電機では，1980 年代から有
線・無線を問わず，さまざまな通信媒体，機器，周波数を

用いた通信方式を開発してきている（表₁）。

スマートメータの通信方式は次の理由により特定小電力
無線としている。

⒜　近年開放された周波数帯域のため干渉が少なく，か

つ透過性が良いこと

⒝　今後スマートメータは既設の置換え需要が多いため，

有線より無線の利用が有効であること

なお，デマンドレスポンスを実現するために，上位シス

テムに対する通信と宅内表示器に対する通信を考慮しなけ

ればならない。そこで，1 カード 2 チップ搭載型（1 枚の

プリント基板に 2 種類の無線方式を搭載する方式）として

いる。

無線による通常端末と基地局の 1 対 1 通信だけでは，通
信が確立できない場合が多々ある。このため，富士電機で

は従来，アドホックネットワークとマルチホップ通信方式
を開発してきた。アドホックネットワークとは，“固定的
なインフラや集中管理機構がないネットワーク”である。

つまり，無線 LAN のようなアクセスポイントを必要とし

ない，無線で接続できる端末（パソコン，携帯電話など）

のみで構成されたネットワークであり，各端末の位置や信
号の変化に応じて自動的に最適な通信経路が随時構築され

る。また，マルチホップ通信方式は多数の端末を多段接続
する形態であり，ある限定域内での簡易なネットワーク構
築の手段として極めて有効である。

一般的にマルチホップ通信方式には，スター型，ツリー

型，メッシュ型がある。富士電機はこの中で接続性を最大
限考慮し，メッシュ型の応用として多段中継方式の採用を

検討している。

この方式の特長としては，お互いの機器同士がルータ機

能を持っており，中継器ごとの転送先選択・通信状態変化
に強く，お互い通信時に同期維持が不要であることから，

待ち時間などがなくなることである。

₄.₃　宅内表示器

今後，省エネや CO2 削減を考えた場合，各家庭の理解
と協力は欠かせないものとなる。また，現在インターネッ

ト回線などインフラ整備が全て整っているとは限らないの

が実情である。

宅内表示器はスマートメータと直接通信することにより，

消費電力・使用電力料金の見える化ならびに上位システム

からのデマンドレスポンスの依頼を表示し，応答するため

に設置する。

実際に搭載する機能を次に示す。

⒜　計量データ表示
⒝　電力使用量グラフ表示
⒞　電力料金表示
⒟　デマンドレスポンス依頼の表示・応答
⒠　上位システムからのガイダンス

⒡　メータとの通信
これらの機能の実現により需要家の地域エネルギーマネ

ジメントへの参加意識を高め，積極的に間接負荷制御を行
える環境が構築できる。

なお，デマンドレスポンスを実現するために，電力事業
者と需要家に対し，双方のメリットを見いだす必要がある。

そのための制度設計が課題である。

実際に設置する機器では，5 〜 7 インチ液晶モニタを搭
載した携帯端末に，前述した機能を持つアプリケーション

を組み込んでいる。

₄.₄　コンセントレータ

コンセントレータとは，一般に複数の回線を束ねる装置
のことを意味する。本稿では，複数台のメータデータ情報
を集約し，まとめて上位システムに送信する装置のことを

指す。

スマートメータは本体に通信機能を搭載しているが，1

表 ₁　富士電機の遠隔検針に対する通信技術

有　線

電力線搬送

光ファイバ

電話回線

同軸ケーブル

専用線

無　線

ポケットベル

携帯電話

PHS

近距離無線

Bluetooth

特定小電力

315 MHz
429 MHz
950 MHz
  2.4 GHz
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台ずつ上位システムと通信を行うと通信効率が悪化する

だけではなく，上位システムの負荷も重くなる。また，上
位システムが遠隔地にあった場合，多段中継方式の通信
を行っても伝送遅れなどを考慮すれば，通信距離に限界が

ある。したがって，あるまとまった台数ごとにコンセント

レータを設置し，限定されたエリア内のメータデータ情報
を集約し，有線を経由して上位システムに通信を行う方式
としている。

₄.₅　MDMS（Meter Data Management System）

MDMS とは，スマートメータから収集するデータを分
析し，需要家に付加価値の高いサービス提供を行うシステ

ムを指す。

上位システムでは地域エネルギーマネジメントシステム

（CEMS）内に MDMS 機能を実装する。搭載する機能は

次に示すとおりである。

⒜　データ収集機能
①　データ収集機能
②　停止/停止解除制御機能
③ 　装置管理（メータ・コンセントレータ・ネット

ワークなど）

⒝　監視機能
① 　監視機能（メータ・コンセントレータ・ネット

ワークなど）

⒞　データ管理機能
①　メータ管理
②　データ管理

③　状態管理
④　停電管理
⑤　料金管理
⑥　需要家管理
⑦　機器管理
⑧ 　需要予測・発電予測に基づいたデマンドレスポン

ス

⑨　その他

5　実証事業への参画と検証
⑷

経済産業省資源エネルギー庁の“次世代エネルギー・社
会システム実証事業”が横浜市，豊田市，京都府，北九州
市の 4 地域において実施されている。富士電機は，北九州
市を主体としたスマートコミュニティ実証事業に参画して

いる（図₃）。この実証事業においては，スマートメータ

の利用によって，遠隔検針・電力供給の遮断のみならず，

リアルタイムプライシングや時間帯別の料金メニューなど

制度設計を行った上で，電気料金と電気使用量の見える化
や，エネルギーマネジメントシステム（EMS）・通信・宅
内表示器を使用したデマンドレスポンスによる省エネ効果
の実証も行う予定である。

6　あとがき

日本では欧米と異なり，電力会社の中長期需給予測・計
画に基づき電力供給設備を建設している。そのため電力供

次世代SS（1か所）（EV等用急速充電器，
太陽光発電、水素ステーションも併設）

スマートファクトリー（10か所）スマートデータセンター（1か所） スマート街灯（30か所）

スマートホスピタル（1か所）双方向で通信・制御

スマート
コミュニティ
センター

スマートレンタサイクル
ステーション（3か所）

（出典：北九州市スマートコミュニティ創造事業パンフレット）

スマートオフィス（5か所）スマートハウス（20戸） スマートストア（4か所） スマートスクール（4校）

図₃　北九州市スマートコミュニティ
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給に関しては十分余裕があると考えられてきた。しかし，

東日本大震災以降の電力需給の逼迫（ひっぱく）問題や，

昼夜における電力使用量差の平準化が大きな課題として挙
げられている。

近い将来大量に導入されるであろう再生可能エネルギー

ならびにプラグインハイブリッド車・電気自動車のように

蓄電機能を持つ機器など，今までの需要パターンとは異な

る事象を把握する意味においても，本製品を開発するのは

重要な意味があると考えている。

今後さまざまな機能について開発を進めていくが，上位
システムと協調を取るのはもちろんのこと，需要家に受け

入れられるものづくりを心掛けていきたい。

富士電機は今後ともグループの技術力を結集し，市場環
境や新技術の変化に応じた研究・開発を進め，エネルギー

と環境の調和を実現する“スマートメータリング”の発展
に貢献する所存である。
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