
 ECHONET Lite WGからの報告 
（電気温水器・業務用エアコン仕様案） 

資料２ 

平成28年6月29日 
 

資源エネルギー庁 
新エネルギーシステム課 



4 5 6 7 8 9 10 

機器オブジェクト（制御コマンド）定義 
★Release H公開（5/27） 

AIF通信仕様書、認証試験仕様書 
★認証仕様書公開（8月末～9月頭） 

幹事会員レビュー
（完了） 会員レビュー 

試験ツール向け
シナリオ作成 ★シナリオ公開 

蓄電池（Release H対応）認証開始 ★ （9月半ば～9月末） 

蓄電池（Release H）新プロパティの第三者認証開始時期の確定 
 前回のERAB検討会で合意された蓄電池新プロパティ案は、エコーネットコンソーシアムから

Release Hとして公開された。現在、会員レビュー等を行い、本年9月初旬の認証サービス受付
開始、9月末を目途にECHONET Lite蓄電池 Release Hの第三者認証開始を目指す。 

★認証受付開始（認証会社による） 
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ECHONET Lite WG（電気温水器等）概要 
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開催日程 体制図 

第1回 2016年4月18日（月） 
第2回 2016年4月27日（月） 
第3回 2016年5月23日（月） 
第4回 2016年6月21日（火） 

エネルギー・リソース・アグリ 
ゲーション・ビジネス検討会 

ECHONET 
Lite WG 

ECHONET 
コンソーシアム 

出席者 
【座長】（敬称略）  
梅嶋 真樹 慶應義塾大学 SFC研究所 AUTO-IDラボ・ジャパン 

副所長 
 
【出席者】（五十音順、敬称略） 
石田 文章 関西電力株式会社 地域エネルギー本部 地域エネル

ギー開発グループ 担当部長 
加井 隆重 ダイキン工業株式会社 テクノロジー・イノベーションセンター

エネルギーシステムグループ 産官学連携専任部長 
佐々木 正信 東京電力エナジーパートナー株式会社 経営企画室 経

営調査グループマネージャー 
佐藤 美智雄 東芝キヤリア株式会社 冷機温水設計部 温水機設計

担当  
鈴木 浪平 三菱電機株式会社 戦略事業開発室 スマートコミュニ

ティプロジェクトグループ 主管技師長 
水野 治展 パナソニック株式会社 全社ＣＴＯ室 エネマネ事業開発

総括担当 上席主幹 

北川 晃一 一般社団法人日本電機工業会 
野村 仁志 一般社団法人日本電機工業会 
村上 隆史 一般社団法人エコーネットコンソーシアム 
田宮 篤 一般社団法人日本冷凍空調工業会 
馬場 旬平 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネル

ギー工学専攻 准教授 
柳原 隆司 東京電機大学 未来科学部 建築学科 特任教授 
南島 正範 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 蓄熱技術部長 
 
【経済産業省】 
戸邉 千広 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新産

業・社会システム推進室長 
宮崎 芳人 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課 

課長補佐 
萩谷 惟史 商務情報政策局 情報経済課 課長補佐 

ENコンソ会員企業より提案 

提案 
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ECHONET Lite WGで想定したユースケース 
 既存のHP給湯機については、その技術的な制約から、早い反応速度を要求されないユースケース
を想定した。 

 業務用エアコンは早い反応速度にも対応できることから、反応時間が数十分のものまでを想定した。 

便益の受け手 アグリゲーションビジネスの 
サービス内容 反応速度 

再エネ発電事業者 出力抑制回避 数時間～前日 

需要家 昼夜間値差、エネマネ等 1時間～前日 

小売事業者 
供給力提供（相対、1時間
前市場、1日前市場） 1時間～ 

インバランス回避 15～30分程度 

送配電事業者 

予備力提供 数時間程度 

調整力提供（LFC） 10分程度 

調整力提供（ガバナフリー） 10秒程度 

既存のHP給湯機
で想定したユース
ケース 

業務用エアコンで想
定したユースケース 
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検討の概要 

HP給湯機 業務用パッケージエアコン 
基本的な 
考え方 

• 既存のHP給湯機と新規に市場
投入される機器を分けて議論 

• まずは、既存のHP給湯機につい
て検討（ポテンシャル：約53万
台） 

• 新規向けは、アンケート結果を
踏まえて、現行の電気温水器ク
ラスを拡張することで対応予定。 

• 業務用パッケージエアコンについては、市場に流通している業務用エアコンのう
ち、大半を占めている店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン（全体の94％）
とそれ以外（設備用エアコン）で分けて議論。 

• まずは新規に設置される店舗用エアコン、ビル用マルチエアコンについて検討。 
• 現行の業務用エアコンクラスとは全く別の新たなクラスを作成（現行の業務用
エアコンクラスは引き続き継続して存在）。 

追加 
プロパティ 
（詳細は別紙
ご参照） 

• 追加プロパティなし。 
（現行の電気温水器クラスを、HEMSを
活用して制御することで、エネルギーリ
ソース化が可能） 
 
 ただし、以下のプロパティは

ERAB推奨プロパティとする。 
• 「沸き上げ中状態」 
 

室内機 追加8（必須6） 
• 動作状態* 
• 運転モード設定* 
• 温度設定値* 
• 室内機温度計測値 
• サーモ状態* 
• 自動運転時運転モード状態* 
• グループ情報* 
• 室内機消費電力値 

室外機 追加8（必須5） 
• 室外機定格消費電力 
• 室外機温度計測値 
• 特殊状態* 
• グループ情報* 
• 室外機消費電力計測値* 
• 室外機節電可能消費電力* 
• 室外機消費電力制限設定* 
• 室外機抑制最低消費電力 

 WGでの議論の結果、以下の基本的な考え方の下、各追加プロパティ案を作成した。 
 うち、サービスに必須かつコストアップが小さいものを必須化した。 

*）必須プロパティ 
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既存ＨＰ給湯機活用におけるECHONET Liteの対応案 
 HP給湯機は2004年から販売が開始されており、現在400万台以上が販売済みである。その規模を鑑みれ

ば、既存HP給湯機を最大限活用することが重要であることから、既存のプロパティを活かしながら、最小限の
変更でエネルギーリソース化できる案を検討した。 

 その結果、既存プロパティ「沸き上げ中状態（0xB2）」をERAB推奨プロパティとし、HEMSを介して制御
すればエネルギーリソース対応が可能となることを確認。 

 なお、必須化されていない「沸き上げ中状態（0xB2）」も含めエネルギーリソース対応に必要な以下の４つプ
ロパティは、2014年以降販売の機器については実装済み（EHCONETコンソーシアム加盟メーカー）。 

沸き上げシフトに活用する既存プロパティ 
プロパティ名称 EPC プロパティ内容 データ型 データ

サイズ 
単位 ｱｸｾｽ 

ﾙｰﾙ 
必須  状変時 

ｱﾅｳﾝｽ 
備考 

値域（10進表記） 
動作状態 0x80  ON／OFF の状態を示す。 unsigned 

char 
1 
Byte 

ー Set ○ 
ＯＮ＝0x30，ＯＦＦ＝0x31 Get  ○ 

沸き上げ自動設
定 

0xB0 
  

自動沸き上げ ON／OFF を表す。 unsigned 
char 

1 
Byte 
 

ー Set/ 
Get  
 

○ 
自動沸き上げ＝0x41， 
手動沸き上げ停止＝0x43 
手動沸き上げ＝0x42 

沸き上げ中状態 0xB2 沸き上げ中状態を示す。 unsigned 
char 

1 
Byte 

ー Get  ○ 
沸き上げ中＝0x41，非沸き上げ中＝0x42 

昼間沸き増し 
許可設定 

0xC0 
 

昼間沸き増しの許可／禁止を示す。 unsigned 
char 

1 
Byte 

ー Set/ 
Get  

○ 
昼間沸き増し許可＝0x41, 
昼間沸き増し禁止＝0x42 
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ECHONET Lite接続対応 
（2013年下半期から販売） 
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エネルギーリソース化可能な既存HP給湯機のポテンシャル 

（資料）日本冷凍空調工業会試算 

 ECHONET Liteに接続されている機器は1万台であるが、ECHONET Lite接続可能
なHP給湯機は約52万台、合計53万台（約66万kW）存在。約52万台についても、
アダプタや基盤交換等（メーカによって異なるが2～10万円程度）によりエネルギーリ
ソース化が可能。 

現ECHONET Lite 
規格に対応する 
接続可能推定台数 
約53万台* 

*）2014年以降のHP給湯機の販売台数累計は約90.8万台。うち、約80%がECHONET Liteの接続性を有している。 
  なお、HP給湯機を販売している全メーカがECHONET Lite対応機器を販売しているわけではない（対応機器の市場シェア＝80%）。 
注）2016年値は、5月までの値。 
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既存HP給湯機における沸き上げシフトのフロー 

アグリゲーター HEMSコントローラ（サーバー含む） HP給湯機 
翌日のシフト実行通知 

（エネルギーシフト参加/不参加） 昼間沸き増し許可設定「許可」 
0xC0 

（沸き上げシフト指示時刻通知） 

昼間沸き上げシフト時刻通知 
沸き上げ自動設定「手動沸上停止」*1 
0xB0 

参加要請 
時刻 

沸き上げ自動設定「手動沸き上げ」 
0xB0 
沸き上げ自動設定「手動沸上停止」*1 
0xB0 

夜間沸き 
上げ時刻 

夜間沸き上げ 

昼間沸き上げ 

沸き上げ自動設定「自動」*2 
0xB0 

沸き上げ自動設定「手動沸き上げ」 
0xB0 

沸き上げ自動設定「手動沸上停止」*1 
0xB0 
沸き上げ自動設定「自動」*2 
0xB0 
昼間沸き増し許可設定「禁止」 
0xC0 

昼間沸き 
上げシフト 
時刻 

②沸き上げに関しHEMSが全て制御するケース 

*1：HP給湯機は、手動沸き上げ時には、機器が保有している目標量を沸き上げる。 
*2：万一の湯切れを防止するために、残湯量が極端に減少した場合、自動沸き上げ設定であれば、HP給湯機が湯切れを防止する。 

①沸き上げ時刻のみHEMSが管理するケース 
アグリゲーター HEMSコントローラ（サーバー含む） HP給湯機 

翌日のシフト実行通知 
（エネルギーシフト参加/不参加） 昼間沸き増し許可設定「許可」 

0xC0 

（沸き上げシフト指示時刻通知） 

昼間沸き上げシフト時刻通知 

夜間沸き上げ 

昼間沸き上げ 

沸き上げ自動設定「手動沸き上げ」 
0xB0 

沸き上げ自動設定「手動沸上停止」*1 
0xB0 
沸き上げ自動設定「自動」*2 
0xB0 
昼間沸き増し許可設定「禁止」 
0xC0 

 沸き上げ量は、機器が保有している目標量までを沸き上げる。  沸き上げ湯量をアグリゲーター側で管理 

夜 昼 夜 昼 
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業務用エアコン（設備用除く）活用のための新規拡張案 

プロパティ 概要 

特殊状態 • 特殊状態にあることを示す（機能を発揮するために必要な、外部からの指示で動作状態を変更できない動作状態） 

グループ情報 • 室内機と室外機との紐づけをするための情報 

室外機消費電力計測値 • 室外機の消費電力の計測値（Ａ） 

室外機節電可能消費電力（Ｗ） • ＤＲ要求時の、現在の運転状況からの節電可能な電力（Ｂ） 

室外機抑制最低消費電力（Ｗ） • 需要家が決定した機器が動作する最低消費電力（Ｃ） 

消
費
電
力
（
Ｗ
） 

ＤＲ開始時刻 

通常時 
DR要求時 

A 

B 

C 

A：ＤＲ要求時の消費電力 
B：節電要求可能電力 
C：需要家が最低限の空調環境
を確保するために必要な電力 

（A－B≧C） 

空調（室外機）の消費電力イメージ 

 第2回ERAB検討会の際、制御対象機器要望のあった業務用エアコンの拡張案を検討。 

 まずは市場の94％を占めている店舗用エアコンとビル用マルチエアコンを対象とし、新規クラスを策
定することとした。 



HEMSとVPPシステム等外部システムとの連携の検討について 

 蓄電池、ヒートポンプ給湯機等のエネルギーリソース活用が本格化する中で、今後は、
VPPとHEMSのシステム相互接続が可能となることが重要であり、HEMSのあり方につい
て検討していく予定。 

コントローラ スマート 
メーター ★計量箇所 

・・・主幹＆各 
  蓄電池、エコキュート 

太陽光 蓄電池 エコ
キュート 

ECHONET Lite 機器 

システム構成 

PV出力制御 
コマンド 

VPPリソース 
提供指示コマンド 

サーバ 

HEMS 

③最適制御 

②検定値管理 
①サービス連携窓口 

日本電機工業会内に、HEMSコントローラ分
科会を設置し、エコーネットコンソーシアムと共
同で上記項目の検討を進め、第1回検討会
を本年6月中に実施、本年9月を目途に結
論を得る。 

さまざまな官民検討の場で発信される
「HEMS」や「HEMSコントローラ」の定義があ
いまいな状態で、機能要件に落とし込めない。
特に多様な外部システムとの接続要件が定
義できない。 
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【参考】住宅用PVの出力制御システムとHEMSの連携① 

 昨年1月より住宅用PVが出力制御対象となったことを踏まえ、出力制御時の発電量を、
HEMSを通じた機器制御によって自家消費することで、有効活用する方策を検討。 

 「次世代双方向通信出力制御緊急実証事業」の実証内容も踏まえつつ、まずは概略
が固まっている単方向方式において検討を実施し、HEMSと連携するためのECHONET 
Liteの拡張のための仕様案を作成。 （※）日本電機工業会を中心に、スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会で検討 

（※）双方向方式については、出力制御のあり方の検討が進んだ段階で再度検討 
10 



【参考】住宅用PVの出力制御システムとHEMSの連携② 

 具体的には下記の拡張案を検討済み。 

出力制御 
ユニット PCS PVパネル 

広義パワコンシステム 

電力会社 
（アグリゲータ） 

HEMS ＜検討項目２＞ 
ECHONET Liteプロパティの拡張必要性有無 
（単方向の抑制情報のみの場合） 

＜検討項目１＞ 
電力サーバへアクセスする仕組み 

システム構成・役割・情報の流れ 

目的 具体的な拡張案 

① 
HEMSが出力制御中に自家
消費を増やす機器制御を実
施すべきかの判断に必要な基
本情報を取得する 

・ 出力制御対象 （対象・非対象）（アクセスルール：Get） 
・ 逆潮流ゼロ制御（対応・非対応）（アクセスルール：Get） 

② 
出力制御を行っているかどうか
の状態をHEMSがリアルタイム
に知る 

・ 出力制御時間帯（時間帯・非時間帯）（アクセスルール：Get、Inf) 
・ 実出力制御状態（実出力制御中・実出力制御中でない）（アクセスルール：Get、Inf) 
(*)                        (*) 実出力制御中の定義については別途検討が必要。 

③ 
住宅用太陽光発電とHEMS
が持つスケジュール情報の同
一性を確認する 

・ 出力制御カレンダー情報（アクセスルール：Get) 
     (*) 出力制御スケジュールの同一性の確認は次回アクセス日時で可能 
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【参考】出力抑制に関する想定ユースケース 

① 出力制御される電力を蓄電池で充電 

② 出力制御される電力をヒートポンプ給湯機に活用 

③ 
出力制御スケジュールを生活
者に伝達し、出力制御時の家
電機器の利用を促す 

ヒートポンプ給湯機 
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