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WGの検討方針 

 家庭におけるEVPS／エネファームのユースケースを想定し、ECHONET Liteの仕様拡
張によってどこまで対応可能か、以下の前提に基づいて検討を行うこととした。 

前提1 
標準化 

相互接続性を前提に、標準化の意義に鑑み、各社が実装可能な、最小限の変更において、エネルギーリ
ソース化をするべきではないか。 
※標準化の外において、各社の独自実装を否定するものではない。 

前提2 
コスト 価格の低減に向けた取組を実施しているところであり、仕様拡張によるコストアップは避けるべきではないか。 



ECHONET Lite WG（EVPS）概要 
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開催日程 体制図 

第1回 2016年10月11日（火） 
第2回 2016年12月５日（月） 
第3回 2016年12月20日（火） 
第4回 2017年1月30日（月） 

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 

ENコンソ会員企業より提案 

提案 

3 

【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 
江村 勝治 住友電気工業株式会社 エネルギーシステム事業開発部 システ
 ム企画グループ長 
大蔵 一真 日産自動車株式会社 EV・HEV技術開発部 EV・HEVシステム
 開発部 主管 
大野 友也 トヨタ自動車株式会社 PHV システム開発部 充電システム開
 発室 
椛澤 明 本田技研工業株式会社 ビジネス開発統括部 スマートコミュニ
 ティ企画室 
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 
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 
谷口 大作 株式会社日立製作所 IoT推進本部 グローバルプロジェクト推進
 本部 新事業開発部 担当部長 
牧野 英治 フォーアールエナジー株式会社 代表取締役社長 

松原 雅一 日産自動車株式会社 グローバルEV本部 バッテリービジネス部 
 主管 
森 文高 株式会社エナリス システム本部 システム基盤部 部長 
森部 信夫 株式会社デンソー 技術開発センター マイクログリッド開発室 開
 発１課 
石本 隆昭 一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会 事務局長 
宮長 哲 一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会 事務局 
森部 信夫 一般社団法人電動車両用電力供給システム協議会 
 ECHONET Lite WG主査 
村上 隆史 一般社団法人エコーネットコンソーシアム 理事 技術委員長 
吉田 誠 CHAdeMO協議会 事務局長 
 
【経済産業省】 
山澄 克 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシ
 ステム課長 
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 
鈴木 理大 製造産業局 自動車課 課長補佐 
磯部 賢太郎 製造産業局 自動車課  
雨宮 大地 商務情報政策局 情報経済課 係長 
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ECHONET Lite WGでの検討の概要（EVPS） 

 WGでの議論の結果、以下のスコープで、追加プロパティ案を作成した。 

アグリ 
ゲータ等 

サーバー 

需要家 

HEMS 
コント 
ローラ 

サービス 
連携 

自動車メーカー等 

EVPS 

サーバー 

EV/PHV 
/FCV等 

スマート 
メーター 

今回の検討スコープ 

注）本図では、サービス連携機能が需要家側の機器に配置される場合を示すが、サービス連携
機能がサーバー上に配置される場合がある。また、本図では、HEMSコントローラ機能は独立した
ハードウェアであるが、需要家側の任意の機器に搭載することができる。 
（第4回ERAB検討会 JAMA資料） 

本WGでの検討スコープ 
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追加／変更プロパティ（EVPS） 

番号 名称 内容 値域 アクセスルール 必須化 

① 車両ID※1 電気自動車充放電器に接続された電気自動
車の車両ID情報を示す。 

車両ID情報
（24バイト） 

Get ○ 

② 車載電池の充電
可能容量値※2 

電気自動車充放電器に接続された電気自動
車の車載電池の充電可能容量をWhで示す。 

Wh Get ○ 

③ 車載電池の充電
可能残容量値※2 

電気自動車充放電器に接続された電気自動
車の車載電池の充電可能残容量をWhで示す。 

Wh Get ○ 

④ 放電量設定値※3 放電の電力量をWhで示す。 Wh Set/Get 

【新規プロパティ（案）】 

【既存プロパティ 必須化（案）】 
番号 名称 内容 値域 アクセスルール 

⑤ 車両接続・充放
電可否状態※4 

電気自動車充放電器における充放電の可否を示す。 車両接続、車両未接
続、充電可、放電可、
充電不可、放電不可、
不定等 

Get 

※1 ただし、課金目的での車両IDの利用にはセキュリティ上の課題があることをECHONET Lite AIF仕様書へ明記 
※2 充電可能容量、充電可能残容量のAC端・kWh情報。 
    なお、放電可能容量、放電可能残容量についてはAC端・kWh情報として現状取得可能（必須化） 
※3 EVPSはHEMSコントローラーからの充電（放電）開始、停止の指令に基づき運転することを想定 

※4  充放電器（充電器）コネクタがコネクタロック 状態および／または充放電器（充電器）と車両間の信号線が接続された状態等であるとき「車両接    
     続」とする。コネクタロック状態でないときおよび／または充放電器（充電器）と車両間の信号線が接続された状態等でないとき「車両未接続」とする 



4)充電または放電指示 
•HEMSコントローラは、充放
電器または充電器に対し、
運転モード設定「充電」ま
たは「放電」指令を送信し
充電（放電）を開始。 
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EVPS制御の基本シーケンス 

 電力系統との接続を前提とした充電、放電量の計測に関しては、スマートメーターによる
計量が必要であるため、以下のようなシーケンスで充放電指示・計測を行う。 

補足 
• スマートメーターと接続可能なの

はHEMSコントローラーであり、ス
マートメーターで計測された電力
量に基づき算出された充電量、
放電量に基づき充電、放電の開
始、停止制御を行うことが実現
性が高い。 

• 詳細のレスポンスについてAIF認
証仕様書に運用方法を事例とし
て記述する。 

HEMS 
HEMS 

コントローラ 
サービス 
連携 EVPS 

アグリゲータ等 

サーバー 

スマートメーター 

１）充電量または放電量の設定 
•アグリゲータ事業者は充放電器または充電器の
充電量（充放電器の放電量）の設定値を
HEMSコントローラに送信。 

•HEMSコントローラはアグリゲーター事業者より
充電量または放電量を受信し、HEMS内の情
報として保管。 

2) ②車両接続・充
放可否状態の把握 
•【①車両ID】を取得、
【⑤車両接続・充放電
可否状態の把握】、
HEMSに送信。 

5)充電または放電の終了 
•HEMSコントローラはアグリゲーター事業者から設定された充電量または放電量に達
したら、運転モード設定「停止」指令を送信し充電（放電）を停止。 

•スマートメーターの電力量値を受信して、その値に基づき、充電量、放電量を算出。 

EV/PHV 
/FCV等 

3)充放電可能容
量の把握 
•【③充電可能残容
量値または放電
可能残容量値】を
取得、HEMSに送
信。 



充電 充電 
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EVPSを活用したユースケース（案） 

kWh 

kW 

kW 

6:00 12:00 18:00 24:00 

ネガワット 上げDR 

EV蓄電池充放電 

充電 

EV蓄電池残量 

需要 

充電 

kWh 

kW 

kW 

6:00 12:00 18:00 24:00 

充電 

需要 

充電の停止 

放電量設定 
• 放電量設定値Set 
• 運転モード設定
Set 

放電指示 
• 運転モード設定
Set 
 

放電終了 
• 積算放電量計測値Get 
• 積算放電量リセット設定Set 
• 運転モード設定Set 

充電量設定 
• 充電量設定値Set 
• 運転モード設定Set 

充電指示 
• 運転モード設定
Set 

• 動作状態Set 
 

充電終了 
• 積算充電量計測値Get 
• 積算充電量リセット設定
Set 

放電 
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【参考】EVPS（充電器）のプロパティイメージ 
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【参考】EVPS（充放電器）のプロパティイメージ 
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【参考】家庭用蓄電池の必須プロパティイメージ 
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開催日程 体制図 

第1回 2016年11月29日（火） 
第2回 2017年1月30日（月） 

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） 
椛澤 明 本田技研工業株式会社 ビジネス開発統括部 スマート
 コミュニティ企画室 
平子 俊哉 東京ガス株式会社 燃料電池事業推進部 燃料電池企
 画グループ 技術企画チーム 
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 
八木 政彦 大阪ガス株式会社 リビング事業部 商品技術開発部 
 スマート技術開発チーム ネットワーク対応技術グループ 
 チーフ 
矢吹 正徳 東芝燃料電池システム株式会社 次世代FC開発推進プ
 ロジェクトチーム 
渡邉 崇之 東京ガス株式会社 燃料電池事業推進部 燃料電池開
 発グループ 
 

北川 晃一 一般社団法人日本電機工業会 HEMS専門委員会 委員長 
野村 仁志 一般社団法人日本電機工業会 HEMS専門委員会 副委員  
 長 
里見 知英 燃料電池実用化推進協議会 
高田 和政 燃料電池実用化推進協議会 
村上 隆史 一般社団法人エコーネットコンソーシアム 理事 技術委員長 
 
【経済産業省】 
山澄 克 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー
 システム課長 
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 
前廣 悠希 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー
 システム課 水素・燃料電池戦略室 係長 
平木 雅也 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー
 システム課 水素・燃料電池戦略室 係長 
雨宮 大地 商務情報政策局 情報経済課 係長 

ENコンソ会員企業より提案 

提案 
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追加／変更プロパティ 
【新規プロパティ 必須化（案）】 
番号 名称 内容 値域 アクセスルール 
① 発電要請時刻 

※1, 2 
燃料電池に発電実施を要請す
る時刻。 

開始時刻：終了時刻 
未設定は0xFFFFとする。 

Set / Get 

② 指定発電状態※3 発電要請時刻内に燃料電池が
発電するにあたり、負荷追従か、
定格での最大出力で発電する
かどうかを指示。 

• 定格最大での発電（逆潮流
可）。 

• 負荷追従で発電。 

Set / Get 

【既存プロパティ 必須化(案)】 
番号 名称 内容 値域 アクセスルール 
③ 定格発電出力※4 定格発電出力（W） 0 ~ 65,533W Get 
④ 発電動作状態※5 発電の動作状態を示す 発電中、停止中、起動中、停止

動作中、アイドル中 
Get 

⑤ 系統連系状態 系統連系状態を示す。 独立、系統連系（逆潮流可） 
系統連系（逆潮流不可） 
※逆潮流可：エネファームが逆潮流 
       できる設定になっていること。 

Get 

※1 設定可能な時刻の制限など、追加での検討事項あり 
※2 発電要請時刻以外の時間帯の発電有無については燃料電池で決定 
※3 残湯量、逆潮流の有無、需要家内の電力使用状況などにより、発電の有無を含めた発電電力、発電電力量は燃料電池で決定 

※定義を詳細化 

※4 プロパティ名称を変更 ※5 状態変化アナウンスを必須とする 



エネファームのエネルギーリソースとしてのユースケース（案） 

0.7kW 

kW 
発電 

6:00 12:00 18:00 24:00 

0.7kW 

kW 
発電 

6:00 12:00 18:00 24:00 

発電時間のシフトによるネガワット創出 定格運転指示によるポジワット創出 

0.7kW 

kW 
発電 

6:00 12:00 18:00 24:00 

0.7kW 

kW 
発電 

6:00 12:00 18:00 24:00 

定格運転 



ユースケース対応 シーケンス例 

発電時間のシフトによるネガワット創出 

定格運転指示によるポジワット創出 

①コントローラは、事前に燃料電池より【③定格発電
出力】、【⑤系統連系状態】を取得。 

②コントローラは、燃料電池に発電を望む時間帯
【①発電要請時刻】を設定。 

③コントローラは、【②指定発電状態】で「負荷追従
で発電」を設定。 

④燃料電池は、【①発電要請時刻】で設定されてい
る時間帯に発電動作を実施。 

⑤コントローラは、発電状況を【④発電動作状態】で
確認。 

①コントローラは、事前に燃料電池より【③定格発電
出力】、【⑤系統連系状態】を取得。 

②逆潮流可能な燃料電池である場合、コントローラ
は、燃料電池に【②指定発電状態】で定格最大
発電を設定。 

③コントローラは、発電状況を【④発電動作状態】で
確認。 

ERAB対応の基本シーケンス 
①コントローラは、事前に燃料電池より【③定格発電
出力】、【⑤系統連系状態】を取得。 

②コントローラは、燃料電池に発電を望む時間帯
【①発電要請時刻】を設定。 

③コントローラは、【②指定発電状態】で「定格最大
発電」または「負荷追従発電」を設定。 
※ただし、定格最大発電を設定する場合、
【⑤系統連系状態】が「系統連系（逆潮流
可）」であることを確認すること。 

④燃料電池は、【①発電要請時刻】を設定されてい
る場合、該当する時間帯に発電動作を実施 

⑤コントローラは、発電状況を【④発電動作状態】で
確認。 

⑥燃料電池は、発電動作が変化した場合【④発電
動作状態】の状態変化をアナウンス。 
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来年度以降の進め方 

今年度は以下の仕様について、拡張案を策定。（破線のものは今回提案） 

蓄電池 

ヒートポンプ給湯器 

業務用エアコン 

業務用ショーケース 

EVPS 

エネファーム 

※今年の9月末には、全ての機器の仕様書がエコーネットコンソーシアムからリリースされ、AIF認証仕様書が策定される予定
（拡張スケジュールを参照）。 

来年度は以下の仕様について、仕様の拡張を検討してはどうか。 

HEMSコントローラー 

照明 

今年度、機器のECHONET Lite拡張とともにHEMSの定義の検討を進めた。来年
度は、HEMSを活用した複数のエネルギー機器が連携した制御について検討を進めて
はどうか。 

小売店舗等における照明が占める電力使用量は高く、遠隔制御のニーズは高い。
よって、WG内で議論をしてはどうか。 

本拡張により、機器を遠隔制御することが可能となり、エネルギーリソースとしての活用が可能となった。 
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【参考】ERAB検討会で拡張案を策定済みの機器拡張スケジュール 
 ヒートポンプ給湯機、業務用空調、ショーケース認証開始スケジュール（案） 

FY2016 
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

FY2017 
4月 

【対象機器】 
蓄電池 

【対象機器】 
業務用空調（新規） 
ショーケース（新規） 
HP給湯機（追加） 

AIF通信仕様書 
認証試験仕様書 

試験ツール 
（シナリオ、 
 手順書など） 

試験期間 
認証機関 
公募 

2016年9月 アプリケーション通信仕様書Ver.1.10向け（Release H）認証開始 

制御コマンド検討 
12月9日：Appendix Release I公開 

Appendix 
機器 
オブジェクト 
詳細規定 
会員レビュー 

各種仕様書作成 会員レビュー（2回） 
会員レビュー 
結果検討 

2月末：各種仕様書公開 

シナリオ作成、手順書作成 動作確認 

3月末：シナリオ、 
手順書公開 

一般公開済み 

相互接続WGレビュー中 

公募書類作成 公募期間 審査 
2月末：各機関決定 
準備期間 

3月末： 
認証開始 

※1：試験仕様書は、機器ごとコントローラー側・機器側の2種類が必要。 
【参考・蓄電池】第2回ERAB検討会→Appendix機器オブジェクト詳細仕様公開（5/27）→認証開始（9月中旬） 
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【参考】本検討会後の機器拡張スケジュール 

 EVPS、家庭用燃料電池認証開始スケジュール（案） 

FY2016 
2月 3月 

FY201
7 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 
Appendix Release J 
・会員からの提案 
・ERAB拡張仕様 
  EVPS/EVSE（追加） 
 家庭用燃料電池（追加） 

AIF通信仕様書 
認証試験仕様書※1 

【対象機器】 
 EVPS/EVSE（追加） 
 家庭用燃料電池（追加） 

試験ツール※3 
（シナリオ、手順書など） 

募集 

制御コマンド検討 Appendix機器オブジェクト 
詳細規定 会員レビュー（2回） 

会員レビュー 
結果検討※2 

8月末： 
Appendix Release J公開 

各種仕様書作成 

AIF仕様書、試験仕様書 
会員レビュー（2回） 

会員レビュー 
結果検討※2 

8月末： 
AIF仕様書公開 

シナリオ作成、手順書作成 動作確認 

9月末：シナリオ、手順書公開 

※1：試験仕様書は、機器ごとにコントローラー側・機器側の2種類が必要。 
※2：会員レビュー結果検討に要する時間は、会員レビューのコメントの内容・量に依存。 
※3：手順書、シナリオ作成に要する期間は、試験項目数に依存。 
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