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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用電力量に応じて指示数を増加させ、当該指示数を送信する機能を有する顧客の家屋
に設置されるスマートメータと、
　当該スマートメータと双方向通信が可能であり、前記スマートメータから送信される指
示数に基づいて顧客に電力の使用量に関する各種の情報を出力する顧客側管理装置と、
　前記スマートメータとネットワークを介して双方向通信が可能であり、前記スマートメ
ータから送信される指示数に基づいて顧客毎に指示数を収集する電力会社側管理装置と、
　当該電力会社側管理装置に各種の命令信号を送信するホスト端末と、
　工事を行う順番を示す順番情報及び工事が完了したこと示す完了情報を含む工事予定情
報を記憶している記憶装置と、を備え、
　前記スマートメータは、前記指示数を電気的に表示する指示数表示部と、前記電力会社
側管理装置から送信される指示信号に応じて前記指示数表示部における指示数の表示を表
示状態及び非表示状態のいずれかに切り替える表示制御部と、を有し、
　前記電力会社側管理装置は、前記ホスト端末から送信される前記指示数表示部の表示切
り替えを命令する命令信号に基づいて、前記スマートメータに対して、前記指示数表示部
の表示を表示状態及び非表示状態のいずれかに切り替えるかを指示する指示信号を送信し
、
　前記ホスト端末は、前記工事予定情報に工事が完了したこと示す情報が記憶された時に
、前記電力会社側管理装置に対して、工事を実施する順番になった次の顧客の前記スマー
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トメータに表示状態に切り替える旨の指示信号を送信するように命令する命令信号を送信
することを特徴とする電気メータ指示数表示システム。
【請求項２】
　前記顧客側管理装置は、顧客の操作によって入力される入力部を備え、当該入力部によ
る入力に対応して、前記指示数表示部の表示を表示状態及び非表示状態のいずれかに切り
替えるかを指示する指示信号を前記スマートメータに送信することを特徴とする請求項１
記載の電気メータ指示数表示システム。
【請求項３】
　前記ホスト端末は、前記工事予定情報に工事が完了したこと示す情報が記憶された時点
から、作業員が次の顧客の家屋に移動するまでの時間を推定し、この推定した時間が経過
した後に、前記電力会社側管理装置に対して、工事を実施する順番になった次の顧客の前
記スマートメータに表示状態に切り替える旨の指示信号を送信するように命令する命令信
号を送信する請求項１又は２記載の電気メータ指示数表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートメータを利用した電気メータ指示数表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各家庭には、電気使用量を計測するための電気メータが配備されており、検針員
が、各家庭を回って電気メータに表示される指示数を取得する。そして、電力会社におい
て家庭毎に指示数が集計され、指示数に基づいて電気料金が算出される。
【０００３】
　ところで、各家庭において電気は生活に必要不可欠であるため、電気メータの指示数は
変化している場合が多い。しかし、電気メータの指示数が変化しないあるいは変化が遅い
ということは、留守宅であるという情報を外部に提供していることに繋がる。このため、
電気メータの指示数が、不法侵入や窃盗などの犯罪に利用される可能性がある。
【０００４】
　そこで、従来、特許文献１に記載されている技術が提案されている。特許文献１によれ
ば、ブラインドを用いて電力使用量を計測する電気メータの指示数表示の隠蔽及び隠蔽解
除を行う保護装置を設けることによって、第三者がメータ表示を勝手に見ることができな
いようにする、という技術開示されている。
【０００５】
　しかし、特許文献１の場合には、検針員が、家庭を回る毎に保護装置を操作する必要が
あるため、検針員の作業負担が大きくなる。
　更に、電力会社側において電気メータの指示数を確認することは、上述した検針員によ
る検針以外にも行われる場合がある。例えば、契約の廃止や使用開始時の工事に派遣され
た作業員が、電気メータの指示数を確認して、廃止時点や開始時点の指示数を取得する。
このような場合も、作業員が保護装置を操作する必要があるため、作業員の作業負担が大
きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２２５４５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、近年、スマートメータと称される電気メータを用いて、電力需給を自動的に
調整するスマートグリッドと称される電力網が構築されてきている。スマートメータは通
信機能を備えており、スマートメータを導入することによって、電力会社と電気メータ間
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及び電気メータと家庭内コンピュータ間で双方向通信が可能となる。これにより、スマー
トメータから電力会社に自動的に電力使用量などのデータが送信されるようになり、スマ
ートメータが導入されている家庭においては、検針員が訪問する必要がなくなる。
【０００８】
　ここで、現状のスマートメータにおいては、常時、指示数が表示状態であるため、第三
者がメータ表示を見ることが可能であり、スマートメータの指示数が、留守か否かの判断
に利用されるおそれがある。この場合には、スマートメータの電気使用量の表示部に特許
文献１の保護装置を設けることによって、第三者がメータ表示を勝手に見ることを防止す
ることができる。
【０００９】
　しかしながら、スマートメータを導入した場合には、検針員が家庭を訪問する機会が低
減するものの、工事の作業員がスマートメータの指示値を目視する機会は依然として残る
。このため、スマートメータに特許文献１の保護装置のようなものが設置されていた場合
には、作業員はスマートメータの指示数の確認作業ができないおそれがある。
【００１０】
　ここで、スマートメータのメータ表示は電気的な表示であることから、メータ表示を非
表示に電気的に切り替えるようにスイッチを設けることが考えられる。しかし、この場合
、第三者がスイッチを操作できないようにする工夫を施す必要がある。このため、契約の
廃止や使用開始時の工事において作業員は、スマートメータの指示数を目視で確認する際
に、スマートメータのメータ表示が非表示であれば、非表示状態を表示状態に切り替える
ための何らかの作業が必要になり、作業員の作業負担が増加する。
【００１１】
　本発明は、このような問題点を解決し、工事対象のスマートメータにおいて指示数を表
示状態にする時間を短くすることにより、第三者によってメータ表示が視認される機会を
低減させることを実現した電気メータ指示数表示システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記目的を達成するため、本発明は、次に記載する構成を備えている。
【００１３】
　（１）　使用電力量に応じて指示数を増加させ、当該指示数を送信する機能を有する顧
客の家屋に設置されるスマートメータと、当該スマートメータと双方向通信が可能であり
、前記スマートメータから送信される指示数に基づいて顧客に電力の使用量に関する各種
の情報を出力する顧客側管理装置と、前記スマートメータとネットワークを介して双方向
通信が可能であり、前記スマートメータから送信される指示数に基づいて顧客毎に指示数
を収集する電力会社側管理装置と、当該電力会社側管理装置に各種の命令信号を送信する
ホスト端末と、工事を行う順番を示す順番情報及び工事が完了したこと示す完了情報を含
む工事予定情報を記憶している記憶装置と、を備え、前記スマートメータは、前記指示数
を電気的に表示する指示数表示部と、前記電力会社側管理装置から送信される指示信号に
応じて前記指示数表示部における指示数の表示を表示状態及び非表示状態のいずれかに切
り替える表示制御部と、を有し、前記電力会社側管理装置は、前記ホスト端末から送信さ
れる前記指示数表示部の表示切り替えを命令する命令信号に基づいて、前記スマートメー
タに対して、前記指示数表示部の表示を表示状態及び非表示状態のいずれかに切り替える
かを指示する指示信号を送信し、前記ホスト端末は、前記工事予定情報に工事が完了した
こと示す情報が記憶された時に、前記電力会社側管理装置に対して、工事を実施する順番
になった次の顧客の前記スマートメータに表示状態に切り替える旨の指示信号を送信する
ように命令する命令信号を送信することを特徴とする電気メータ指示数表示システム。
【００１４】
　（１）によれば、例えば、契約の廃止や使用開始時の工事のように、電力会社側におい
てスマートメータの指示数を直接確認する必要がある場合において、工事を行う顧客の建
物への作業員の到着前に、スマートメータの指示数を表示状態とすることが可能になる。
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これにより、作業員は、スマートメータの指示数の確認が容易に可能になり、円滑に工事
を開始することが可能になる。また、スマートメータにおいて指示数が表示される時間が
、前の工事完了から次の工事開始までに限定されるため、第三者によってメータ表示が視
認される機会を低減させることが可能になる。
【００１５】
　（２）　（１）において、前記顧客側管理装置は、顧客の操作によって入力される入力
部を備え、当該入力部による入力に対応して、前記指示数表示部の表示を表示状態及び非
表示状態のいずれかに切り替えるかを指示する指示信号を前記スマートメータに送信する
ことを特徴とする電気メータ指示数表示システム。
【００１６】
　（２）によれば、顧客側管理装置からの指示信号に応じて、スマートメータの表示部に
おける指示数の表示を表示状態及び非表示状態に切り替えることができる。このため、顧
客がスマートメータの表示を直接見たいときに表示状態とし、それ以外は非表示にするこ
とが可能になる。これにより、第三者によってメータ表示が視認される機会を低減させる
ことが可能になる。また、工事の作業員が現地に到着した時に、表示部が表示状態でなか
った場合に、顧客側管理装置を操作することによって表示部を表示状態にすることが可能
になる。
【００１７】
　（３）　（１）、（２）において、前記ホスト端末は、前記工事予定情報に工事が完了
したこと示す情報が記憶された時点から、作業員が次の顧客の家屋に移動するまでの時間
を推定し、この推定した時間が経過した後に、前記電力会社側管理装置に対して、工事を
実施する順番になった次の顧客の前記スマートメータに表示状態に切り替える旨の指示信
号を送信するように命令する命令信号を送信する電気メータ指示数表示システム。
【００１８】
　（３）によれば、工事を行う顧客の建物へ作業員が到着する頃に、スマートメータの指
示数を表示状態とすることが可能になる。これにより、作業員は、スマートメータの指示
数の確認が容易に可能になり、円滑に工事を開始することが可能になる。また、スマート
メータにおいて指示数を表示する時間を更に短縮することができるため、第三者によって
指示数が視認される機会を低減させることが可能になる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、作業員が所定の工事を行う時に、スマートメータの指示値を表示状態
にすることにより、工事対象のスマートメータにおいて指示数を表示状態にする時間を短
くすることが可能になり、第三者によってメータ表示が視認される機会を低減させること
を実現した電気メータ指示数表示システムを提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態における電気メータ指示数表示システムの構成を示す説明図
である。
【図２】工事予定情報の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態における電気メータ指示数表示システムの構成を示す説明
図である。
　電気メータ指示数表示システム１は、電力会社側管理装置に相当する管理装置１０、ホ
スト端末１２及び工事予定情報を記憶した記憶装置１４と、顧客の家屋側のスマートメー
タ２０、顧客側管理装置に相当する管理装置３０と、ネットワーク５０と、を含んで構成
されている。
【００２２】
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　管理装置１０は、ＭＤＭＳと称される装置であり、各家庭のスマートメータ２０から送
信されてきた情報、例えば指示数を収集、分析して電力料金を設定したり、停電／復旧を
監視したり、スマートメータ２０を遠隔操作したりする等の機能を備えている。
【００２３】
　ホスト端末１２は、管理装置１０との間で送受信可能で有り、管理装置１０に対して各
種の命令信号を送る。
　記憶装置１４には、ホスト端末１２に実行させる各種のプログラムや工事予定情報等が
記憶されている。記憶装置１４に記憶されている工事予定情報は、ホスト端末１２によっ
て取得可能である。
　スマートメータ２０は、顧客の家屋に設置され、使用電力量を計測する電力量計であり
、使用電力量をデジタル計測し、使用電力量に応じて指示数を増加させ、この指示数を指
示数表示部２０ａに表示させる表示制御部２０ｂと、指示数を所定時間毎に電力会社等に
自動送信する通信制御部２０ｃとを備えている。
【００２４】
　管理装置３０は、管理装置１０と同様にＭＤＭＳと称される装置であり、顧客の家屋に
設置され、情報表示部３０ａと、顧客の操作によって各種の入力を行う入力部３０ｂとを
備えている。更に、管理装置３０は、使用電力量を集計して情報表示部３０ａにグラフ表
示したり、停電情報、電力料金等を情報表示部３０ａに表示させる機能や、スマートメー
タ２０に指示信号を送信する機能等を備えている。
【００２５】
　ネットワーク５０は、スマートグリッドと称される情報通信が可能な電力網である。
【００２６】
　また、図１に示すように、管理装置１０とスマートメータ２０は、ネットワーク５０を
介して送受信可能に接続されており、スマートメータ２０と管理装置３０とは、屋内にお
いて有線あるいは無線で送受信可能に接続されている。
【００２７】
　このように、管理装置１０及び管理装置３０は、ともにスマートメータ２０との間で双
方向通信可能である。
【００２８】
　本実施形態の電気メータ指示数表示システム１においては、スマートメータ２０から、
例えば、３０分毎に指示数が、管理装置１０及び管理装置３０に自動送信される。管理装
置１０及び管理装置３０からスマートメータ２０に送信する指示信号としては、例えば、
指示数表示部２０ａを表示状態にすることを要求する指示数表示要求信号、及び指示数表
示部２０ａを非表示状態にすることを要求する指示数非表示要求信号があげられる。
【００２９】
　管理装置１０又は管理装置３０からスマートメータ２０に指示数表示要求信号及び指示
数非表示要求信号が送信されると、表示制御部２０ｂが、指示数表示要求信号及び指示数
非表示要求信号に応じて、指示数表示部２０ａに指示数を表示する状態及び表示しない状
態に切り替えるように指示数表示部２０ａの制御を行う。すなわち、本実施形態の電気メ
ータ指示数表示システム１によれば、電力会社側及び顧客側のいずれからの指示数表示要
求信号及び指示数非表示要求信号によって、任意に指示数表示部２０ａを指示数の表示状
態及び非表示状態に切り替えることが可能になる。
【００３０】
　なお、非表示状態とは、指示数が表示されていない表示態様であればよく、例えば、指
示数表示部２０ａに供給する電流を遮断した状態、指示数は表示しないでバックライトだ
けが点灯している状態、指示数とは異なる画像が表示されている状態を非表示状態として
もよい。
【００３１】
　また、記憶装置１４には、工事予定情報に基づいて工事の作業員が現場に到着する前に
、管理装置１０に指示数表示要求信号を出力させて指示数表示部２０ａを表示状態にする
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、工事支援プログラムが記憶されている。ホスト端末１２が、この工事支援プログラムす
ることにより、工事予定情報に基づく所定のタイミングで指示数表示要求信号を出力させ
るように管理装置１０を制御する。
【００３２】
　図２は、記憶装置１４に記憶されている工事予定情報の一例を示す説明図である。
　工事予定情報は、作業（工事）順と、顧客名、住所、顧客番号等の工事先を特定する情
報と、計器番号と、工事内容と、工事状態とを関連付けてなる情報である。
【００３３】
　工事予定情報において、作業（工事）順、顧客名、住所、顧客番号、計器番号、工事内
容は、工事予定日前に、工事予定情報を作成するためのフォーマットに予め入力される。
　工事状態については、現場の作業員から工事完了の連絡があった場合に、ホスト端末１
２の処理によって更新される。具体的には、現場の作業員から工事完了の連絡があった場
合に、例えば、工事完了の連絡を受けたオペレータの操作により、該当する作業順の工事
状態が「工事完了」に更新される。なお、工事状態を「工事完了」に更新すると、自動的
に次の作業順の工事状態が「待機中」から「工事中」に更新される。なお、順番に到達し
ていない作業順の工事状態には「待機」が入力される。
【００３４】
　次に、工事予定情報に基づく工事の流れについて説明する。
　まず、工事予定情報に記されている工事において最初の工事先に移動する前に、工事の
作業員は、電力会社のオペレータに工事を開始する旨を連絡する。連絡を受けたオペレー
タは、ホスト端末１２を操作して工事支援プログラムを実行する。
【００３５】
　工事支援プログラムを実行したホスト端末１２は、工事予定情報において最初の顧客の
工事状態を「工事中」に更新する。ここで、ホスト端末１２は、作業員が「工事中」に更
新された顧客の建物に到着するまでの時間を推定して、この計算値より若干早い設定時間
をタイマにセットする。そして、ホスト端末１２は、タイマが設定時間をカウントした時
点で管理装置１０に命令信号を送信して、管理装置１０に指示数表示要求信号を出力させ
る。
【００３６】
　これにより、作業員が最初の顧客の建物に到着する頃に、最初の顧客のスマートメータ
２０の指示数表示部２０ａが表示状態となる。そして、作業員は、指示数表示部２０ａに
表示されている指示数を視認し、記録を取った後工事を実行する。
【００３７】
　工事が完了した後、作業員は、作業員が携帯している携帯端末を操作して、作業が完了
した旨を電力会社のオペレータに連絡した後、次の工事場所に移動する。連絡を受けたオ
ペレータは、ホスト端末１２を操作して、最初の顧客の工事状態を工事完了に更新する。
ホスト端末１２は、工事予定情報に「工事完了」が入力された場合に、次の顧客の工事状
態を自動的に「工事中」に切り替え、更に、最初の顧客の建物から次の顧客の建物までに
かかる移動時間を計算し、この計算値より若干早い設定時間をタイマにセットする。そし
て、ホスト端末１２は、タイマが設定時間をカウントした時点で管理装置１０に命令信号
を送信して、管理装置１０に指示数表示要求信号を出力させる。これにより、作業員が次
の顧客の建物に到着する頃に、次の顧客のスマートメータ２０の指示数表示部２０ａが表
示状態となる。
【００３８】
　以下、作業員は、工事が完了する毎に携帯端末を操作して、作業が完了した旨を電力会
社のオペレータに連絡することにより、次の工事を行う顧客の建物に到着する頃に、次の
顧客のスマートメータ２０の指示数表示部２０ａが表示状態となる。
【００３９】
　なお、作業員の携帯端末が記憶装置１４にアクセス可能であり、作業員が携帯端末を操
作することによって、工事予定情報の工事状態の欄を更新することが可能であれば、電力
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会社のオペレータに連絡する手間を省略することが可能になる。
【００４０】
　以上、説明したように構成された本実施形態によれば、例えば、契約の廃止や使用開始
時の工事のように、電力会社側においてスマートメータ２０の指示数を直接確認する必要
がある場合に、工事の作業員が工事を行う顧客の建物に到着する頃に、スマートメータ２
０の指示数を表示状態とすることが可能になる。これにより、作業員は、スマートメータ
２０の指示数の確認が容易に可能になり、円滑に工事を開始することが可能になる。また
、スマートメータの指示数を表示する時間を短くすることが可能になるため、第三者によ
ってメータ表示が視認される機会を低減させることが可能になる。
【００４１】
　また、本実施形態によれば、顧客の端末から表示、非表示の指示信号を受信した場合に
、指示信号に応じて指示数表示部２０ａにおける指示数表示を表示状態及び非表示状態の
いずれかに切り替えることができるため、顧客がスマートメータ２０の表示を直接見たい
ときに表示状態とし、それ以外は非表示にすることが可能になる。これにより、第三者に
よってメータ表示が視認される機会を低減させることが可能になる。また、スマートメー
タにおいて指示数を表示する時間を更に短縮することができるため、第三者によって指示
数が視認される機会を低減させることが可能になる。
【００４２】
　また、本実施形態によれば、工事を行う顧客の建物へ作業員が到着する頃に、スマート
メータ２０の指示数を表示状態とすることが可能になる。これにより、作業員は、スマー
トメータ２０の指示数の確認が容易に可能になり、円滑に工事を開始することが可能にな
る。また、スマートメータ２０において指示数を表示する時間を更に短縮することができ
るため、第三者によって指示数が視認される機会を低減させることが可能になる。
【符号の説明】
【００４３】
１　電気メータ指示数表示システム
１０　管理装置
１２　ホスト端末
１４　記憶装置
２０　スマートメータ
２０ａ　指示数表示部
２０ｂ　表示制御部
２０ｃ　通信制御部
３０　管理装置
３０ａ　情報表示部
３０ｂ　入力部
５０　ネットワーク
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