
OpenADR WGからの報告

平成29年9⽉29⽇

資源エネルギー庁
新エネルギーシステム課

資料５



OpenADR WG 概要
 第2回ERAB検討会にて、アグリゲーター〜GW間について、競争領域として残しつつも、アグリゲーションサービス

の普及拡⼤を⽬指し、誰もが活⽤できるオープンな通信規格を検討することとなった。

 具体的には、国内でノウハウや実績が積み上がりつつあるOpenADRをベースとして、将来的に推奨規格として
位置づけることも視野に検討を進めることとした。

 なお、本WGは太陽光の出⼒制御実証で検討されている簡易プロトコル（OpenADRベース）と連携する形
で検討を進める。

メンバー

【座⻑】（敬称略）
⽯井 英雄 早稲⽥⼤学
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東京電⼒ホールディングス株式会社
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株式会社東芝
⽇本電気株式会社
⼀般社団法⼈⽇本電気計測器⼯業会
株式会社⽇⽴製作所
三菱電機株式会社
株式会社明電舎
早稲⽥⼤学

ユースケース類型化
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ギャップ分析

OpenADR2.0b
適⽤可？

機器別ユースケース

機器別実装ガイド

機器別プロファイル
検討

抽象化・統合化検討

OpenADR Alliance への提案・交渉

OpenADR新プロファイル？

No

ヒアリング等に
よりユースケー
ス提案者に確
認を取りつつ
進める

Yes

H28年度の検討内容
• 検討対象機器：燃料電池、発電機、ヒートポンプ給湯機（蓄熱槽、エコキュー

ト含む）、蓄電池、電気⾃動⾞、空調・照明・換気、PV、⾵⼒発電
• 機器別ユースケースから検討を開始し、OpenADR2.0b（フル仕様）を適⽤可

能な場合は、機器別実装ガイドを策定する。適⽤するために修正が必要な場合
は、まず機器毎のプロファイルを検討した上で、統合⽅法を検討する。

第3回ERAB検討会資料より抜粋（⼀部修正）
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 HEMSタスクフォースは所期の⽬的を概ね達成したことから終了し、エコーネットコンソーシ
アム等の⺠間主導による活動を推進する。

 ディマンドレスポンスタスクフォースも終了し、ERAB検討会に検討の場を集約する。
新たに、普及促進タスクフォース（仮）を⽴ち上げ、スマートハウスの普及促進に向けた
検討を⾏う。
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HEMS-TF

スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会

DR-TF

事業促進SWG

エネルギー・リソース・
アグリゲーション・ビジネス

検討会

・エネルギー観点でのECHONET Lite, 
OpenADRに関する仕様検討

早稲⽥⼤学

・OpenADRアライアンス対応等

スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会

普及促進TF

家電等の家庭内スマートデバイスの利⽤促進に向け
た課題の洗い出し、解決策の検討

【新体制】

※メンバーはJSCA会員等から広く募集することとする。

【想定メンバー】
・スマートホームデバイス（スマート照明、ロック等）メーカー
・スマートホームサービス提供事業者
・住宅メーカー
・家電メーカー
・各⼯業団体 等

エコーネットコンソーシアム

・業務⽤機器を含めたECHONET 
Lite仕様検討

【参考】スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会の体制 第10回スマートハウス・ビル標準・
事業促進検討会資料より抜粋
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今年度の進め⽅

VPP実証事業等を踏まえ、ガイドライン・仕様書の改定について議論する。
 2016年度策定の「機器別実装ガイドライン」の改定
 VPP実証等を通じて事業者・システムベンダー等からフィードバックを得て、必要な改定を検討してはどうか。

 「デマンドレスポンス・インターフェース仕様書1.1版」の改定
 策定のベースとしてきたユースケースが多様化（電源公募に寄る要件提⽰、上げDR等）。
 今年度のVPP実証事業では、電源Ⅰ-b要件を想定した実証を実施することから、まず、実証⽤の仕様を

策定してはどうか。

合わせて、以下の状況について、共有を⾏う。
 OpenADRアライアンスへの対応の状況
 OpenADRの適⽤範囲をDER全般に広げていくことは既に提案済み。
 ⽶国側での検討に加わることを想定し、協働で作業をする⽅針（国際電気標準課）。

 OpenADRの国際標準（IS）化の状況
 ⽇本のインターオペラビリティの施策について、国際での規格開発動向と整合を図るため、

早稲⽥⼤学において、IEC国内対応委員との連携、電気学会/SGTECとの協働により実施。



デマンドレスポンス・インタフェース仕様書1.1版の改定

 策定のベースとしてきたユースケースが多様化（電源公募による要件提⽰、上げDR等）

 今年度のVPP実証事業では、電源Ⅰ-b要件を想定した実証を実施
– VPP実証⽤の仕様を策定 → 2017年度第1回WG
– 実証を経て、改定案をオーラサイズ → 2017年度第2回WG／検討会
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平成２９年度

7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉

FY2017-1
OpenADR

WG

VPPシステム構築（実証仕様） 実証本試験アグリゲータ接続・動作試験

改定スケジュールイメージ

FY2017-2
OpenADR

WG

実証
仕様

改定
仕様

開発

報告 報告
オーサライズ

ブラッシュ
アップ



【参考】送配電事業者向け電源Ｉｂを想定した実証メニュー
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VPP基盤事業（D事業）
 ⼀般送配電事業者が実施した調整⼒公募における需給調整⽤電源に課す要件を

ＶＰＰが満⾜するために必要となる共通基盤システム仕様の策定、試験検証
 VPP事業者通信に必要となるインターフェース仕様改定案の策定、提案

A事業：送配電事業者向け電源Ｉｂを想定した実証メニュー

反応速度・短いDRベースラインの妥当性・リレーした場合の持続時間を検証する



【参考】電源I-bを想定した制御概要
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実績

時刻

指令値

12:45:00

※上記、発動時刻はサンプルで、メニューAのイメージ

13:00:00

ベース
ライン

17:00:00

制御区間
制御指令送信
報告要求送信 制御開始 制御終了

最初の実績報告（テレメトリー）
 １分間隔報告
 １分間隔 差分値（計測値 ／ 予測値）
 メニューA：１０秒以内報告

メニューB：出来るだけはやく報告

18:00:00

報告要求送信

制御完了後の実績報告（ヒストリー）
 制御終了１時間後に報告
 １分間隔 計測値

ベースライン報告（ヒストリー）
 制御終了１時間後に報告



通信仕様の概要

 通信仕様の⽅針
– 基本はデマンドレスポンス・インタフェース仕様書第1.1版に従って実施
– 通信仕様追加の対応

• 「OpenADR機器別実装ガイドライン第1.0版」で定義されているものについては、
ガイドラインの利⽤⽅法に従った形で追加

• 「OpenADR機器別実装ガイドライン第1.0版」で定義されていないものについては、
OpenADR2.0bで定義された範囲のもので定義

 追加する通信仕様
– ⼀般送配電事業者向け電源Ⅰ-b を想定した反応時間の短い制御への対応
– 上げDRへの対応（今回実証では使⽤せず）
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OpenADRアライアンスへの対応状況

 “OpenADR DER Tutorial and Workshop”（2017.4.19-20）への参加・講演
 DRからDERの統合に向かう中、OpenADRの適⽤拡⼤・課題、他の規格（DNP3、

IEC61850等、SUNSPEC、IEEE2030.5等）の状況・関係性等を議論
 EPRIがホスト、アライアンスボードメンバー、ユーティリティ、他の規格関係者、ベンダー等が参加
 アライアンスからの依頼で、Utility Manager PanelとLunch Plenaryで講演・議論

－ ⽇本の状況、機器別実装ガイドライン策定・検討内容を説明
－ 具体的なユースケースに基づく実践的かつ実効的な提案であることから関⼼を集めた

 アライアンスは今後、本Workshopを踏まえ、OpenADR2.0bのDERへの拡張を検討
⇒ 検討内容の提供、協働検討を申し⼊れ

 今後の対応のため早稲⽥⼤学内に検討チームを設置
 アライアンスとの協働⽅法を具体的に検討中（状況確認、電話会議など）
 機器別実装ガイドラインを英訳中



国際標準化関係

 IECでは、OpenADR／CIMアダプターのIS化とは別に、電⼒系統と需要家を結ぶ通
信規格として62746-x（需要家接続）を策定中。

– これまで、⽇本からはSGTECでUCをまとめて提案し、CIMマッピング作業等を実施し貢献

– IEC TR 62746-4（Data Model）審議に向けた最初の“Simple UC”や、62746-2（Use 
Cases and Requirements）Ed.2のNWIP提案を⽇本から⾏う打診を受け、対応を検討中
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第５回OpenADR-WG
資料４抜粋



今後の取組

 電⼒系統と需要家を結ぶ通信規格や情報モデル等について、ERAB検討会をベースに
国内の標準を整備。

– OpenADR2.0bに基づく実装ガイドライン（仮称）を策定し、VPP実証等での検証を⾏いながら改定
等を⾏っていく。

– ⽶国アライアンスと協働でERAB視点でのOpenADRの拡張要否の検討や、IECのIS化等での必要な
⽀援を⾏い、国内仕様とIEC規格の整合を担保する。

– ERAB 検討会、電気学会SGTEC、ならびにIEC国内委員会と協働で、OpenADRのIS化⽀援、
IEC62746諸活動への参画・標準化提案を戦略的に進め、国内の通信規格標準とIEC国際標準の整
合化をはかる。
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早稲⽥⼤学ERAB検討会
OpenADR-WG

電気学会
SGTEC

国内通信規格
標準整備

技術仕様書整備
IEC対応作業⽀援

IEC国内委員会/
エキスパート

総括

2016 2017 2018
ERAB

SGTEC

UC 実装GL VPP実証/ｱﾗｲｱﾝｽ

UC詳細化/技術仕様書整備

IEC
OpenADR

CD CDV IS

Simple UC
62746-4

CIMモデル策定・IS化

第５回OpenADR-WG
資料４抜粋



【参考】 「分散型電源を活⽤した電⼒エネルギーサービスにおけるインタフェースの国際標準化」の概要

取組み
①ERAB検討会などでまとめられた電⼒エネルギーサービスのユースケースを

TC57WG21のIEC62746-2Ed1に提案済みであるが、さらに、分散
型電源の活⽤ユースケースを同Ed2改訂に合わせ提案をする。

②①のユースケースおける分散型電源の監視･制御のための情報モデル
(CIM)をIEC62746-4へ提案する。

③OpenADR仕様のIEC標準化を⽀援する。
④電気事業者と需要家間の電⼒市場に関するIEC62325シリーズ情報

モデルと国内ユースケースとのギャップ、拡張の必要性を調査する。

期間： 2017年5⽉〜2020年2⽉

 「平成２９年度省エネルギー等国際標準開発（国際電気標準分野）」の標記事業を受託、推進体制を構築。
 電⼒エネルギーサービスの実現に必要な分散型電源の監視・制御や関連する電⼒資源の取引などの技術要件を、ERAB検討

会等の国内UCを元に抽出し、これを元に電⼒系統と需要家間のインタフェースの国際標準を提案。

電気学会
（SGTEC）

IEC TC57
国内委員会

IEC SyC Smart Energy
IEC TC65 国内委

「分散型電源活⽤電⼒サービスインタフェース国際標
準化委員会」
委員⻑ ⽯井 英雄 早稲⽥⼤学
幹事 ⼩林 延久 早稲⽥⼤学 事務局
幹事 ⼤⾕ 謙⼆ 産総研 事務局
幹事 ⽥中 ⽴⼆ 産総研 事務局
委員 ⼤⾕ 哲夫 電⼒中央研究所
委員 ⼭⼝ 順之 東京理科⼤学
委員 正畑 康郎 東芝
委員 ⼩坂 忠義 ⽇⽴製作所 TC57エキスパート
委員 周 意誠 富⼠通 TC57エキスパート
委員 中村 正雄 富⼠電機
委員 森⽥ 和敏 電源開発 TC57国内委員会幹事

委員 今井 毅 ⽇本規格協会
(三菱電機)

SyC SE国内委員会幹事
リエゾン

委員 ⽯隈 徹 アズビル TC65国内委員会
委員 松澤 茂雄 東芝
委員 広橋 亘 早稲⽥⼤学
委員 ⽔城 官和 早稲⽥⼤学

TC57 WG21：需要家エネルギー管理システムと電⼒システムのI/F
TC57 WG16：⾃由化されたエネルギー市場の通信
（PC118：スマートグリッドユーザーインタフェース）

IEC

国
際

【PC118】
・(OpenADR 2.0bプロファイル仕様) 
62746-10-1はPAS化済、IS化に向けて
作業中 ③

【TC57WG21】
・基礎となるUC集(62746-2)を⽇本よ
りEd.2 のNP提出予定 ①
･DR拡張を含むCIMの需要家モデル: 
(62746-4)をModeling Teamで検
討 ②

電⼒系統

需要家

電⼒市場取引

アグリゲータ

OpenADR
アダプタ

O
pe

nA
D

R

Fl
ex

ib
ili

ty
版

DR

電気事業者･需要家インタフェース
(IEC62746-4:CIM）

【PC118】
・(OpenADR CIM アダプタ)62746-10-
3 について、CIMのModel, Profileにつき
TC57も協⼒する ③

【TC57WG16】(電
⼒取引の情報モデ
ル）62325の調査

④
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