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資源エネルギー庁
新エネルギーシステム課

資料６



WGの検討⽅針

 需要家側エネルギーリソースの遠隔制御にあたって、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。
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【参考】今年度の進め⽅

H28年度は以下の仕様について、拡張案を策定。

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

※H29年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）。

H29年度は以下について、仕様の拡張を検討してはどうか。

HEMSコントローラー

照明

H28年度は、機器のECHONET Lite拡張とともにHEMSの定義の検討を進めた。
H29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。

第5回ERAB検討会資料
（平成29年3⽉開催）⼀部加⼯



ECHONET Lite WG（照明システム）概要
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開催⽇程 体制図

第1回 2017年6⽉8⽇（⽊） 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
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【座⻑】（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 副所⻑

【出席者】（五⼗⾳順、敬称略）
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 主管技師⻑

寺本 圭⼀ 東芝ライテック株式会社 住空間照明機器事業部
住空間技術部 住宅EMS技術担当 参事

冨⽥ 仁 NECライティング株式会社 新事業開発部
エグゼクティブエキスパート

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

北上 眞⼆ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 技術開発本部
ファシリティ開発部 共通基盤グループ 参事

樋⼝ 智治 株式会社ローソン 開発本部 建設部 シニアマネジャー

⼤⻄ 雅⼈ ⼀般社団法⼈⽇本照明⼯業会

辻 和隆 ⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会 新エネルギー部 次⻑

尾関 秀樹 ⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会 太陽光発電分科会 主査

中村 ⼀尊 ⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会 太陽光発電分科会 副主査

北川 晃⼀ ⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会 ＨＥＭＳ専⾨委員会 委員⻑

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 技術委員⻑

【経済産業省】
⻘⿅ 喜芳 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 課⻑補佐



【Release Iで規定済みの必須プロパティ】
番号 名称 内容 値域 アクセスルール

① シーン制御設定 シーン制御の番号。最⼤可能数はシーン
制御設定可能数で定義

0x00：未設定
0x01~0xFD：シーン番号

Set / Get

② シーン制御設定可
能数

シーン制御を設定可能な最⼤数を⽰す 0x01~0xFD Get

【追加必須プロパティ(案)】
番号 名称 内容 値域 アクセスルール

③ 電⼒消費率リスト 全灯時を100%の消費電⼒とした時の
各シーンにおける消費電⼒の⽐率（電⼒
消費率）をシーン制御設定可能数の個
数分列挙する

0x00~0x64 (0 – 100 %)
＊最⼤253

Get

④ 全灯時消費電⼒ 該当するインスタンスの照明システム内に
接続する照明の全灯時の消費電⼒(W)
を⽰す

0x0000~0xFFFD (0 - 65533 
W)

Get

⑤ 節電可能消費電⼒ 現運転状況から節電可能な電⼒(W)を
⽰す

0x0000~0xFFFD (0 - 65533 
W)

Get

⑥ 消費電⼒制限設定 節電する電⼒(W)を設定する／読み出
す

0x0001~0xFFFD (0 - 65533 
W)

Set / Get

前提：器具から電球・蛍光管などが外されている場合、誤差が⼤きくなる可能性あり

ECHONET Lite （照明システム）拡張案

※電⼒制御にあたっての電⼒量と照度の関係について、注意書きとして拡張案欄外に記載。
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ユースケース対応 シーケンス例

節電要請時のシーケンス１

①EMSは、事前に照明システム情報【②シーン制御設定可能数】、【④全灯時消費電⼒】を取得
②EMSは、【③電⼒消費率リスト】 プロパティを⽤いて、該当する各シーン制御ごとの電⼒消費率を取得
③EMSは、【②シーン制御設定可能数】、【③電⼒消費率リスト】、【④全灯時消費電⼒】をアグリゲータに

情報を提供
④節電要請時、アグリゲータは、該当する各シーン制御ごとの電⼒消費率より、最適な電⼒消費率のシーン

制御を選択し、【①シーン制御設定】プロパティを⽤いて、EMS経由で照明システムへの制御を実⾏

節電要請時のシーケンス２

①EMSは、 【⑤節電可能消費電⼒】 プロパティを⽤いて、各インスタンスにおける節電可能な電⼒を取得
②アグリゲータが設定する【⑥消費電⼒制限設定】プロパティの値に基づき、節電要請時に制御を実⾏
③具体的には、【⑥消費電⼒制限設定】プロパティ値に基づき、「該当する節電電⼒に近いシーン制御を実

⾏」などの⼿段によって、照明を制御する。

前提：節電の精度については競争領域とし、具体的な制御⽅法は照明システムの仕様次第
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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
 照明システム認証開始スケジュール

FY2017
4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

ERAB検討会 (ECHONET Lite 
WG)での決議時期

機器オブジェクト詳細規定
Appendix Release J

AIF通信仕様書
認証試験仕様書※1

試験ツール※3
（シナリオ、⼿順書など）

制御コマンド検討

レビュー結果
検討※2

8⽉末：
Appendix Release J公開

8⽉末：
AIF仕様書、
認証試験仕様書
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、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。

幹事会員
レビュー

全会員
レビュー

レビュー結果
検討※2

各種仕様検討

レビュー結果
検討※2

幹事会員
レビュー

全会員
レビュー

レビュー結果
検討※2
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ECHONET Lite（HEMSコントローラ）仕様拡張に向けて

 これまで検討してきた蓄電池等のECHONET Lite機器に加え、⼀般社団法⼈ ⽇本
電機⼯業会 HEMS専⾨委員会、分散型電源技術専⾨委員会での議論を踏まえ、
VPPに資するHEMSコントローラの具体化に向けた仕様拡張について検討する。

出典 ： 第4回 ERAB検討会 資料3-3 ⼀般社団法⼈ ⽇本電機⼯業会


