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新宿実証 「デマンドレスポンス」実証試験のH25年度結果とH26年度計画 

対象 検証目的 H25年度実証・結
果 

H26年度計画概要 

プロジェクトA 
アグリゲーター連携 
（需給調整） 

既存、一般電気事業
者向け 

東京電力の既存ビジネス
（BSP)に適用してギャップ
分析・評価 

対象電力会社を拡大 
昨年東電BSP対応で得られた操作者の意見を
反映したADR手法を用いて，対象を拡大しての

デマンドレスポンスの業務オペレーション上必要
なアプリケーションの機能について分析 

プロジェクトC 
スマートシティ/スマ
ートコミュニティ連携 

電気事業者－エネル
ギーマネジメント事業
者(CEMS)向け 

電力DRAS-CEMS間は
OpenADRを用い，CEMS
以下はオペレータもしくは
自動化を実装しての検証 

同左（一部通信回数，ケースを拡大） 

プロジェクトB 
早稲田大学様内 
研究・検証 

DRAS間のマルチベン
ダ相互接続検証 

IF仕様書（OpenADR仕様

書）に基づき実装した各社
システム間の相互接続が
可能であるかを検証した 

統合DRAS－電力DRAS間の１：ｎにおいて相
互接続検証 
ユースケースの拡大など 

プロジェクトD 
インセンティブ型DR
実証連携 

ネガワット創出に近づ
く、高頻度、即応性実
証（最短５分前のDR
発動依頼） 

応募した6アグリゲータに
対して対応するDRASを
決定し，各組み合わせに
おいて１回以上のDR発動
試験を実施。 

実証参加者と連携検証参加者間でユースケー
ス、仕様等調整し，統合DRAS（電力会社）～電
力DRAS（早大）～アグリゲータ～需要家まで一
貫したDR発動実証を予定。（H26年度は計200
以上発動予定） 

その他 
MEMSアグリゲータ
ー実証連携 

電気事業者－エネル
ギーマネジメント事業
者間(MEMS)向け － 

DR通信試験を実施予定（５社） 
それ以外は今後調整 
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Confidential １．BSP実証試験進め方の前提事項 

本実証は、電力DRAS－アグリゲータDRAS間のDR通信について、第3回スマートハ

ウス・ビル標準・事業促進検討会（5月15日開催）にて策定した日本版ADR手法に準

拠したシステムにより実施する。 

H25年度内に東電－早大DRAS－BSPアグリゲータとのDR相互接続環境の構築・試

験評価完了を目指す。（早大DRAS－BSPアグリゲータ間はOpenADR2.0b準拠） 

 BSPアグリゲータには、BSP発動の際のDRシステムでの検証および自動DR信

号伝送試験の協力を依頼（実ビジネスと並行運用） 

 BSPアグリゲータの申し出により，本実証を実施するに当たり、早大－アグリ

ゲータ５社、東電、電力DRAS４社と守秘義務契約を締結 

 電力DRAS４社のVTN/VENについて，東電，アグリゲーターを対象とした操作

説明会，評価検証会を実施 
 

BSP発動時には，既設のBSP信号と並行してOpenADR2.0bに準拠したDR信号送信 

 BSP発動がない場合には，東電－早大DRAS－BSPアグリゲータ間の通信試

験を実施 

電力DRAS４社＋アグリゲーターDRAS４社による相互接続試験 

操作者（東電，アグリゲーター）の評価結果を今後の日本版ADR手法に反映 
3 
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１．東電BSPと並行運用による評価イメージ図   
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ＤＲ予告送信（～○時） 

参考）BSP概略フロー 需要調整時間（○～△時） 

翌日に需給逼迫の予想あり 

中央給電指令所 

ＢＳＰ事業者さま 

中央給電指令所 

ＢＳＰ事業者さま 

受信確認 

受信確認 

ＤＲ依頼送信（～×時） 

ＤＲ発動中（○時～） 

ＤＲ完了（～△時） 

ＤＲ予告受信確認 

ＤＲ依頼受信確認 

前日○時まで【予告】 

前日×時まで【発動依頼】 中央給電指令所 

中央給電指令所 

当日○△時【需給逼迫時間帯終了】 

当時○時【需給逼迫時間帯開始】 

ＤＲイベント予告・発動依頼画面 ＤＲイベント予告・発動受信確認画面 

送信 

送信 

ＤＲイベント予告・発動依頼画面 ＤＲイベント予告・発動受信確認画面 

確認 

確認 

時間の流れ 
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Confidential 参考） BSP対応各社DRASの主な仕様 

2013/6/27 

４地域実証 BSP A社 B社 C社 D社 
システム サーバー・クライアント サーバー・クライアント サーバー サーバー・クライアント サーバー・クライアント 

VTN/VEN端末 インターネット クラウド 物理サーバー 物理サーバー 物理サーバー 

テンプレート機能 ○ ○ ○ ○ ○ 

履歴表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

履歴検索 ○ステータス
検索も可 

○日付検索
のみ 

○ ○ステータス
検索も可 

○ 

エラー表示 × ○ × ○ × 

ステータス表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

グラフ表示 × × × ○ × 

DR発動種別 kW kW，レベル kW，レベル kW，レベル,kWh kW，レベル 

発動のタイマー機能 × ○ ○ × ○ 

受諾・キャンセル 受諾のみ ○ ○ ○ ○ 

時間毎の削減量指定 × × ○ ○ ○ 

ディスパッチ × △ × ○自動配分 ○手動配分 

メール配信 × ○ × × × 

レポート送受信 × ○ ○ ○ ○ 

その他 

6 
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Confidential １．自動DR伝送試験の実施結果 
 BSP発動 

 BSP発動に併せて，OpenADR2.0に準拠したADRシステムでの並行運用 
 
 
 
 
 

 自動DR伝送試験 
 BSPシステムは発動しない（実負荷制御は行わない） 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 操作者の訓練，通信試験および評価検証 

東電中央給電司令所 BSPアグリゲーター 
（５社） 

需要家 
（１６００軒） 

発動パターン 

９月１０日（火） 事前予告（９日）・発動 予告確認・依頼確認 

－ 

前日予告・発動 

９月１１日（水） 発動 依頼確認 前日予告無し発動 

９月１２日（木） 事前予告（１１日）・キ
ャンセル 

予告確認・依頼確認 前日予告・発動キャンセル 

３月７日（金） 事前予告（６日）・発動 予告確認・依頼確認 前日予告・発動 

上記実証試験を通じて，ユーザー（操作者）の評価や意見のとりまとめを行い，H25年度 
報告書（新宿実証）をまとめる。日本版ADR手法に反映。 

BSP発動 参考 契約調整電力 実効値 

H24年度 ９／５（水），９／１８（火），
１２／１７（月） 

試験を兼ねて発動 

約２万ｋW 

約６０～７０％※２ 

H25年度 発動なし 夏季，冬季でDR通信試
験を実施 
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 操作画面・操作の流れについて 
 基本事項 
 業務で使うには入力をシンプル（必要最小限）にした方がよい。 
 業務の流れに沿った項目設定（手順のガイド表示）とすると，次に何をする

のか分かりやすい。 
 テンプレート形式となっていると操作性がよい。 
 要望事項 
 登録する際，確認のポップアップなどが出ると良い。 
 カレンダー入力はあった方が入力がしやすい。 
 グラフ表示と操作画面が同時に閲覧できるので分かりやすい。 
 必須項目が分かる用にした方がよい 
 予告と実行が視覚的に判断できると良い。 
 項目名は分かりやすい方がよい（ADR用語が多いと，とっつきにくい） 
 ＤＲ削減目標よりＤＲの分配先の削減量が少ない場合，その旨表示してほ

しい。 
 予告発動を行うまで発動を登録できないため，一括で登録できると良い。 

 

1，BSP評価実証での主な意見 
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 履歴確認，メッセージ送受信，その他 
 履歴確認 
 履歴に何かコメント－メモを載せられると良い。 
 多様な検索，フィルター，ソート機能が有った方が良い。 
 終わったイベントはグレーなど色を変えてほしい。 
 メッセージ送信 
 イベント毎にメッセージ送信機能があると，常時画面を見ている必要が無く

なるため良い。 
 イベントのステータスを明確（分かりやすい表示に）した方がよい。 
 依頼内容変更時はメールが届くと良い。 
 メッセージの送信時間を指定できると良い。 
 コメントを付与できると良い。 
 その他 
 操作手順は少ない方がよい。 
 誰が発動したか分かると良い（ＩＤなどで） 

 
 

1，BSP評価実証での主な意見 

9 
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H25採択 

資材調達・発注 

システム仕様検討 
システム構築 
システム認証 

システム運用 
実証試験 

評価 
報告 

H25.6月 

・以降の扱いは別途関係者で協議 

7月 8～9月 10～11月 

システム製作 → 早大設置・接続試験 
システム認証（OpenADR2.0a/b） 

12～3月 H26年度 

ｼｽﾃﾑ納入 
（OpenADR2.0b） 

ｼｽﾃﾑ納入（OpenADR2.0a） 

◆当初計画 

参考）新宿実証センタースケジュール概要（ADR部のみ）    

9/12 

6/14入札審査会 

評価者 
習熟 

10/24 2/6 DR-TF 

スマハ・スマビル 5/15 12/4 

ADR会議 

推進委員会 7/16 9/19,20 2/4 

9/5 10/2 11/7 1/8 9/25 

◆実績 

DR通信 
試験（9/10～12） 

8/1,6～9 
評価者説明会 

ギャップ抽出 

ｼｽﾃﾑ納入（OpenADR2.0b）4社 ｼｽﾃﾑ納入（OpenADR2.0a）１社 

DR通信（３社） 
評価検証（12/17） 

ギャップ抽出 

夏の実証（OpenADR2.0a） 冬の実証（OpenADR2.0b） 

評価の 
取り纏め 

報告書 
作成 

4/18 

5/13 
3/4 3/17 4/1,2 

H26採択 

資材調達・発注 

システム仕様検討 
システム構築 
システム認証 

10 



WASEDA University: 2014 ALL RIGHT RESERVED 

Confidential １．Ｈ２６年度 対象電力会社を拡大したＡＤＲ実証試験 

電力会社10社および電事連を対象とした勉強会を実施 

 第一回勉強会（７／１６＠経産省会議室） 

 東京電力BSP概要，運用に関する説明 

 OpenADR2.0に関する現状と概要説明 

 DR-TFで検討された接続インターフェース（米国OpenADR2.0をもとに策定） 

 第二回勉強会（９／１２＠早稲田大学） 

 早稲田大学実証システムの概要説明、見学  

 DR発動デモンストレーションの実施（NTTコム） 

  第三回勉強会（２／７＠早稲田大学） 

 早稲田大学実証システムの概要説明、実証結果報告  

 デモンストレーションの実施（東芝，三菱電機，日立製作所製DRAS） 

 
実証試験に関する各社意向確認の上、H26年度実施計画を策定中 

 H25年度の東電BSP評価試験結果を受け，H26年度への反映項目を整理 
 参加電力会社と早大アグリ間で自動ADR伝送試験を実施予定 

電力DR 
発動サーバ 

(各電力会社) 
DR応答 

アグリDRサーバ 
（早稲田アグリ） 

自動ＤＲシステム（OpenADR2.0b）を用いたDR通信試験を予定 

DR発動 

H25年度 

H26年度 

11 
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デマンドレスポンス・ 
インタフェース仕様書 1.0版 

２．「電力DRAS、アグリゲータDRAS」間デマンドレスポンス相互接続検証 

 デマンドレスポンスタスクフォース（以下、DR-TF）では、日本版ユースケースを整理し、
OpenADR2.0a、2.0bプロファイル 仕様を参照先とするデマンドレスポンス・インタフェース仕
様書が策定されました。 
 
 本検証は、OpenADRアライアンス認証を取得したDRAS製品間を検証ネットワークに接続し

、テストシナリオに基づき相互接続するインターオペラビリティ試験をすることにより各社が実装
したDRAS※の相互接続が確保できるどうかについての検証を行いました 

マルチベンダDRAS※による 
インターオペラビリティ検証 

参照先 

テストシナリオ 
データ定義 

 
OpenADR2.0a、2.0b  
プロファイル仕様及び 

XMLスキーマ定義 

米国OpenADRアライアンス 

経産省：デマンドレスポンスタスクフォース 

テストシナリオ 
データ定義 

※DRAS: 
ここでは、普通名詞の 
Demand Response Automation Server を指し、特定企業の
製品を指してはいない。 

12 
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 電力ＤＲＡＳ・アグリゲータ8社のDRASをEMS新宿実証センター・検証ネットワークに接続（オ
ンプレミス、クラウド）し、OpenADR仕様に規定するセキュリティ要件等に基づく通信確立を
確認した 

 OpenADR2.0a/b仕様に規定する信号に基づき、テストシナリオ6パターンにより8社27通り
の組合せからなる検証項目の接続検証を実施し完了した 

 検証で検出された事象について分析し、結果、OpenADRプロトコルの不備に起因する問題
はなかった 
 

 以上から、認証されたDRAS製品はOpenADRプロトコルによる相互接続を確保できることが
確認できた 

 通常、このような相互接続検証を実施した場合、一部接続できなかったりするような
ことが想定された 

 一方、今回は、致命的な接続不具合はなく、OpenADRアライアンスの認証をとおった
機器であれば、ある程度の接続品質が確保されて、相互接続検証が実施できるレベル
であることが確認できた 

 日本版ユースケース、インターフェースを評価するためのテストシナリオや、ペイ
ロード（データ項目）などを定義し検証すれば、相互接続検証を実施できることを確
認できた 
 

 このような検証環境が配備され、複数の企業が参加し互いに検証しあうことで、相互
接続性の品質を向上することが可能となる → 良質な製品やサービスの普及機会を
広げる 13 
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 基本機能検証：インタフェース仕様の必須サービスである2.0a、2.0bのEiEventサー
ビスによるテストシナリオを定義、ただし、OpenADR 2.0bに対応するDRASの基本検
証は、非必須のEiRegisterParty（登録）、OadrPoll（メッセージ問い合わせ）を含めた
、テストシナリオとした 

 基本外機能検証：インタフェース仕様では非必須のサービスを含め、OpenADR2.0b
仕様定義サービスに基づくテストシナリオを定義した 

デマンドレスポンス・ 
インタフェース仕様書 第1.0版 

必須サービス 
 ・EiEvent（DR発動） 

非必須サービス 
 
 ・EiRegisterParty（登録） 
 ・OadrPoll（メッセージ問合せ） 
 
 ・EiReport（計量） 
 ・EiOpt（DR参加・不参加通知） 

１、基本機能検証 
 ①VTN2.0b・VEN2.0a相互接続検証 
 
 ②VTN2.0b・VEN2.0b相互接続検証 
 

２、基本外機能検証 
 ③HISTORY_USAGEを用いた 
  実績kW報告についての相互接続検証 
 ④TELEMETRY_USAGEを用いた 
  実績kW報告についての相互接続検証 
 ⑤EiOptを用いたオプトイン/オプト 
  アウトについての相互接続検証 
 ⑥VTN、VENが故障した際の復帰手順に 
  ついての相互接続検証（再登録等） 

14 
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早稲田大学 新宿EMS実証センター 

２． 新宿実証センターの「相互接続検証ネットワーク」イメージ 

自動デマンドレスポンス・サーバ/クライアント 

  相互接続検証ネットワーク 

ルータ 
FW 

C社 E社 A社 

C社 E社 D社 F社 G社 

B社 

相互接続検証ネットワーク 

設置・利用形態 オンプレミス クラウド 

種別 

電力DRAS(ｻｰﾊﾞ) 3 電力DRAS(ｻｰﾊﾞ) 1 

電力DRAS(ｸﾗｲｱﾝﾄ) 2 電力DRAS(ｸﾗｲｱﾝﾄ) 1 

ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀDRAS 3 ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀDRAS 1 

H社 B社 

Internet LAN 

＜ｵﾝﾌﾟﾚﾐｽ＞ ＜ｸﾗｳﾄﾞ＞ 

マルチベンダ、利用形態の多様性による相互接続検証 

電力DRAS 
電力会社の役割で模擬発動(/受
信）するサーバ(/クライアント） 

 
ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀDRAS 
ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀの役割で受信（/発動）
するサーバ 

15 
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検証項目 検証項目数 実施数（割合） 実装に起因する 
事象 

プロコルに起因する
事象 

１、基本機能 
 VTN2.0b-VEN2.0b ９ ９（100％） 2 0 

２、基本機能 
 VTN2.0b-VEN2.0a ５ ５（100％） 2 0 

3、基本機能外 
 TELEMETRY_USAGE ７ ７（100％） 3 0 

4、基本機能外 
 HISTORY_USAGE １ １（100％） ０ 0 

５、基本機能外 
 EiOPT ２ ２（100％） 1 0 

６、基本機能外 
 故障時の復帰手順 ３ ３（100％） ０ 0 

計 27 ２7（100％） 8 0 

 8社27通りの組み合わせにて、全ての相互接続検証を実施完了した 
 検証において、各社の実装上の事象が8件（次ページで分析）を検出したが、

OpenADRプロトコル上の不備に起因する問題はなかった 

16 
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相互接続検証 

２． 検証での発生事象の分析 

 アプリケーション不備：３件 
 OpenADR上に実装するアプリケーションの要件が異なるために発生した事象（DR信号をど

のように使うか。によるもので、アプリケーション開発時の要件定義により解消可能） 
 コンフォーマンスルール（CR）違反：５件 
OpenADR2.0b仕様書に定めるCRの解釈誤りに起因した実装による事象（正しいCRルールに

改修することで解消可能） 

Y社DRAS製品 

プロトコル仕様 

アプリケーション 

テストハーネス 
強化 

X社DRAS製品 

プロトコル仕様 

アプリケーション 

CR違反 

アプリ不備 
＜対策（案）＞ 
認証（検査）段階で検知できたほうが良く、 
テストハーネスのテストパターンの強化と
仕様書自体の充実による改善 

CRルールの 
記述充実 

テストハーネス 
ソフトウェアテストで用いられるテスト実行
用のソフトウェアのこと。テスト対象モ
ジュールを呼び出し、テストケースを適用し
て、実行を制御・監視し、テスト結果のレ
ポートを行う 17 
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Confidential 【参考】検証での発生事象一覧 

No 発生事象 原因 フィードバック 
１ 基本項目①VTN2.0b・VEN2.0a 

A社VTN－B社VENの構成において、2
回目の発動依頼が拒否応答となる 

A社VTNにてCR5仕様違反がある 
・1回目、２回目のイベント通知で 
 シグナルIDが異なっている 

CRに従い改修 

２ 基本項目①VTN2.0b・VEN2.0a 
C社VTN－D社VENの構成で、イベント
キャンセルが正常にできない 

C社-D社にてアプリ動作が不一致 
・C社VTNは1回だけキャンセル要求 
・D社VENは2回キャンセルを待つ 

アプリケーション実装時の要件
定義 

３ 基本項目②VTN2.0b・VEN2.0b 
B社VTN-E社VENの構成において、 
イベント配信がエラーとなる 

E社VTNにてCR111仕様違反がある 
・eiEventSignal:eiTargetが 
 空タグで設定されているため 

CRに従い改修 

４ 基本項目②VTN2.0b・VEN2.0b 
E社VTN-F社VENの構成において、 
イベント配信がエラーとなる 

E社-F社にてアプリ動作の不一致 
E社信号内容（VTNComment）が、F
社VTNの想定サイズを上回ったため 

アプリケーション実装時の要件
定義 

５ 基本機能外③TELEMETRY_USAGE 
E社VTN-C社VENの構成において、 
レポート能力登録がエラーとなる 

C社VENにてCR311仕様違反がある 
oadrReport<reportRequestID>の

タグがないため（データ計測が未収集
のタイミングでのみ発生する） 

CRに従い修正 

６ 基本機能外③TELEMETRY_USAGE 
E社VTN-F社VENの構成において、 
レポート能力交換がエラーとなる 

E社VTNにて必須情報欠落の不具合
periodicテレメトリーレポート要求に
reportIntervalが含まれないため 

CRに従い修正 

７ 基本機能外③TELEMETRY_USAGE 
C社VTN-G社VENの構成において、 
VENからoadrUpdateReportを正しく
送信することができない 

C社VTNから指定したレポート期間にG
社VENのアプリケーションが対応でき
ていない（duration:PT0Mに対応した
機能の不具合のため） 

CRに従い修正 

8 基本機能外④EiOpt 
C社VTN-F社VENの構成において、 
VENがOptOut後にOptInできない 

C社-F社にてアプリ動作の不一致 
C社VTNはOptOut後のOptInを許容 
F社VENはアプリとして動作できない 

アプリケーション実装時の要件
定義 

CR違反 

CR違反 

CR違反 

アプリ不備 

アプリ不備 

CR違反 

CR違反 

アプリ不備 

18 
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Confidential ３．MEMSアグリゲーターDR発動実証 
 

 新宿実証ADR説明会（２／７＠早稲田大学； １２企業，３３名が参加） 

早大 新宿実証およびADR連携に関する説明 

持ち回りで２社分の電力DRAS説明およびデモ（NTTコム，東芝，三菱電機，

日立製作所製DRAS） 

 DR発動実証に参加の意思を表明した5社に対してアンケート調査を実施 

各MEMSアグリゲーター事業実態および参加意思表示についてアンケート調

査を2回実施（2/17，3/10） 

 5社ともDR発動試験に参加意思表明  

 5社はDR通信試験を希望，うち1社は早大～アグリゲーター～需要家まで

自動DR発動試験を希望，1社は確認中 

 

 早大DRAS－MEMSアグリ間で自動ADR伝送試験を実施予定 

 MEMSアグリと実証を通じて，更にDR実証内容の深堀りを予定  

電力DR 
発動サーバ 

(早稲田指令所) 
DR応答 

MEMSアグリDRサーバ 
（各MEMSアグリ） 

自動ＤＲシステム（OpenADR2.0b）を用いたDR通信試験を予定 

DR発動 

H25年度 

H26年度 

19 
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H26採択 

システム仕様検討 
システム改修・構築 
システム認証 

日本版ADR試験の実施 
（各電力会社VTN－早大VEN) 

H26.4～6月 7～9月 10～12月 H27.1～3月 

第４回勉強会 
（試験実施項目打ち合わせ） 

ｼｽﾃﾑ納入 
（OpenADR2.0b） 

参考）新宿実証センタースケジュール概要（ADR部のみ）    

評価者 
習熟 

電力会社を対象とした 
日本版ADR実証 

MEMSアグリゲータ 
連携 

ギャップ抽出 

評価の 
取り纏め 

報告書 
作成 

勉強会は適宜開催 

DR-TFに適宜報告 

各社状況アンケート調査 

システム仕様検討 
システム改修・構築 
システム認証 

早大－MEMS ADR試験の実施 
（早大VTN－MEMS VEN) 

第３回打ち合わせ 
（試験実施内容打ち合わせ） 

ｼｽﾃﾑ納入 
（OpenADR2.0b） 

評価者 
習熟 

ギャップ抽出 

評価の 
取り纏め 

報告書 
作成 

打ち合わせは適宜開催 

DR-TFに適宜報告 

各社状況アンケート調査 

・以降の扱いは別途関係者で協議 

20 
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