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資料４ 



エネルギー 
事業者 

需要家 

デマンド 
レスポンス  
システム 

BEMS 

データベース 

通信規格：Lonworks、 BACnet等 

通信規格：ECHONET-Lite 

ＨEMS 

ECHONET Lite 
コマンド、プロトコル 

アプリケーション 

IPアドレス 

伝送メディア 

スマートハウス・ビル市場普及拡大に向けた５つの課題 

①重点機器の下位層 
 （伝送メディア）の特定・整備   

②重点機器の運用マニュアルの整備 
③他社機器との相互接続検証と機器認証  

④国際標準規格との融合・連携 

⑤DR技術・標準の調査・研究 

日本 米国 

ECHONET Lite（策定済） SEP 2.0（策定中） 

・スマートメーターやＰＶ、蓄電池を含んだ 
約80種類の宅内外機器の細かな制御が可能 
 
 
・需要家主導の制御 

     ・セントラル冷暖房やプール循環設備の 
     ON/OFF制御等のみ可能であり、機器の細 
     かな制御は今後検討 
 
     ・電力会社主導の制御 

連携・補完
が可能 

スマートハウス標準化
検討会にて決定済み 

需要家 
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http://store.shopping.yahoo.co.jp/gas/eb5ad4d45a2.html
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課題 成果 今後について 

○重点機器の
下位層（伝送
メディア）の
特定・整備 

○公知で標準的な通信方式として、920MHz無線、2.4GHz無線、 
5.0GHｚ無線、Ethernet、PLCを特定し、通信方式の詳細仕様（プ
ロトコルスタック）として整理                               
※スマートメーターはEthernet、5.0GHｚ無線を対象外 

○各機器について中小企業を含む参入が可能となる環境の整備 

○検討終了 

○ 重点機器の
運用マニュア
ルの整備 

○各重点機器に関して運用ガイドライン［第1.0版］を作成 

○カスタマーサポートに関しては積み残しとなっているため、引
き続き検討を実施する 

○EV/PHVに関しては、HEMSと電気自動車充放電システム間
の必須コマンド定義をエコーネットコンソーシアムと自動車
関連業界間で速やかに協議を行い、HEMS-TFの審議を経
て運用ガイドライン［第1.1版］として掲載 

○新たに検討すべき項目が現れた場合には、今回の検討・整
理の手法を参照し随時検討実施 

○ 他社機器と
の相互接続
検証と機器
認証 

○当初の予定通り昨年11月21日にＨＥＭＳ認証支援センターを開所 

  ※昨年度実績で47社が利用 

○本年1月に開発支援キットを公開し、2月に詳細説明書を公開 

  ※支援キットのダウンロード実績：平成25年４月末までで220件 

○HEMS認証支援センターによる支援を継続 

○今後の体制強化（支援内容の充実、他地域への支援センタ
ーの展開）等も見据え、次回検討会までに、中小企業のニ
ーズ等を整理 

○ 国際標準化
に向けた動き 

○当初の予定通り２０１２年１１月１日に新宿センターを開所 

○ECHONET LiteについてISO/IECへ提案し、国際標準化に向けた
作業を進めている 

○ECHONET Liteの国際標準化に向け、作業を継続 

○海外におけるECHONET Lite認証センターの年内設立 

○ DR技術・標
準の調査・研
究 

○DRタスクフォースを２０１２年１１月に立ち上げ 

○電力会社とアグリゲータ間の自動DR（ADR）の標準手法について
、我が国のユースケースを整理し、米OpenADRをベースに策定 

○今夏、一部の電力会社において新宿実証センターを活用し、試行
的に当該手法を導入する 

○各電力会社において、ＡＤＲの導入に係る検討を加速化し、
課題事項を整理する。 

  （必要に応じて手法を改定） 

 

○事業促進に
向けた検討 

－ 
○HEMSを通じて取得した電力利用データを利活用した新サー

ビス及び新ビジネスの創出に向け体制を構築し検討を開始 

第３回スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会のポイント 
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スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会の体制 

事務局 
（経産省） 
（支援ＩＡＥ） 

スマートコミュニティアライアンス（事務局：NEDO） 

スマートハウス・ビル標準・事業促進等検討会 

 

林教授（早稲田大学）      一色教授（神奈川工科大学）、梅嶋特任講師（慶応大学） 

重点機器の業界団体 
 

座長            副座長 
 

研究・実証チーム 

・東京電力 
・関西電力 
・中部電力 
・九州電力 
・エネット 
・電気事業

連合会 
・東光東芝
メーター 

・GE富士電
機メーター 

・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 
・東芝 

・三菱電機 
・富士通 
・ＮＥＣ 
・日立 

・東京ガス 
・高圧ガス
保安協会 

ＨＥＭＳ ＴＦ 
スマメ TF デマンドレスポンス ＴＦ 

・電子情報技術産業協会 
・自動車工業会 
・日本電機工業会 

・燃料電池実用化推進協議会 
・日本冷凍空調工業会 

・電池工業会 
・太陽光発電協会 
・日本ガス協会 

・日本ガス石油機器工業会 
・プレハブ建築協会 

・日本配線システム工業会 
・情報通信技術委員会 
・電気安全環境研究所 

・電気事業連合会 
・エコーネットコンソーシアム 

・シャープ 
・ソニー 
・ダイキン  
・GSユアサ 

・日立 
・オムロン 
・京セラ 
・デンソー 
・住友電工 
・ＫＤＤＩ 

・三菱自動車 
・東京ガス 
・大阪ガス 
・ノーリツ 

・パナソニック 
・東芝 

・三菱電機 
・ＮＥＣ 
・ＮＴＴ 

・積水ハウス 
・大和ハウス 

・トヨタ 
・日産 
・ホンダ 
・リンナイ 

オブザーバ：経済産業省、総務省、ＮＥＤＯ 他 

早稲田大学 神奈川工科大学 

ｴﾈﾙｷﾞｰ・通信 
重点機器ﾒｰｶｰ 

＋ ＋ 

旧HEMS TF 

エネルギー総合工学研究所（IAE） 

・関西電力 
・中部電力 
・九州電力 
・エネット 
・電気事業

連合会 
・東京ガス 
・大阪ガス 
・住友電工 
・オムロン 
・アズビル 

・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 
・東芝 

・三菱電機 
・富士通 
・ＮＥＣ 
・日立 

・シャープ 
・富士電機 
・京セラ 

・ダイキン工
業 

・トヨタ 
・デンソー 
・エナリス 

・NTT 
・NTTｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝｽﾞ 

・NTTﾌｧｼﾘ
ﾃｨｰｽﾞ 

・KDDI 
・建設設備
技術者協

会 
・野村不動

産 
・ｱﾄﾞｿﾙ日進 

平成２４年６月２２日設立当時の体制 4 



 

HEMS-スマートメーター（Bルート） 

運用ガイドライン［第1.0版］抜粋 

 

 

平成25年5月15日 

 

JSCAスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会 
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第３回スマートハウス・ビル 
標準・事業促進検討会 資料抜粋 



２．スマートメーターBルートからHEMSに提供される情報とコマンド一覧 

 「積算電力量（30分積算値）」「逆潮流値(30分積算値)」「時刻情報」。なお、 電力量等に関し
ては電力会社等の料金算定用データと同じものとする 

 「積算電力量計測値履歴」、「積算電力量計測値（Wh)」、「瞬時電力値(W)」、「瞬時電流値
(A)」の提供はHEMS普及による需要家側の省エネ実現において強い社会的要請があるため、しか
るべきスケジュールで実施されることをメーター設置事業者に要請する 

 提供されるデータは全てECHONET Liteスマート電力量メータークラスのプロパティにおいて定義
される(下記参照) 

 瞬時の定義は、ユーザーが情報を取得したい時から遅滞無く当該情報が取得できることを指す。
なお、情報取得の遅延に関しては、その情報を活用したアプリケーション（サービス）が適切に
利用可能でなければならないが、通信がベストエフォートであることを前提とする。 

エコーネット必須コマンド（スマートメーターBルート）一覧 HEMS-TF 

プロパティ一覧 EPC プロパティ一覧 EPC プロパティ一覧 EPC 

動作状態 0x80 状変ｱﾅｳﾝｽﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏｯﾌﾟ 0x9D 積算電力量計測値（逆方向） 0xE3 

設置場所 0x81 Setﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏｯﾌﾟ 0x9E 積算電力量計測値履歴（逆方向） 0xE4 

規格ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ情報 0x82 Getﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏｯﾌﾟ 0x9F 積算履歴収集日 0xE5 

異常発生状態 0x88 積算電力量有効桁数 0xD7 瞬時電力計測値 0xE7 

ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 0x8A 積算電力量計測値（正方向） 0xE0 瞬時電流計測値 0xE8 

現在時刻設定 0x97 積算電力量単位（正・逆方向） 0xE1 定時積算電力量（正方向） 0xEA 

現在年月日設定 0x98 積算電力量計測値履歴（正方向） 0xE2 定時積算電力量（逆方向） 0xEB 
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第３回スマートハウス・ビル 
標準・事業促進検討会 資料抜粋 



ﾚｲﾔ5~7 

ﾚｲﾔ4 

ﾚｲﾔ3 

ﾚｲﾔ2 

ﾚｲﾔ1 

IEEE 
802.15.4g/e 

IEEE 
802.15.4g 

IPv6 
 
 6LoWPAN 

UDP ( /TCP） 

ECHONET Lite 

920MHz帯 
無線機器 

IEEE 
802.11 b/g/n 

2.4GHz帯 
無線機器 PLC 

6LoWPAN 

IEEE 1901 
ITU-T G.9972 

IEEE 802.15．1 

IEEE802.15．1 
（PAN） 

５．HEMSにおける公知な標準メディアプロトコルスタックの基本図 
  【スマートメーターBルート】 

メディア 

ネットワーク層 
(トランスポート層) 

サービス 

※TCPについては、エコーネットコンソーシアムで仕様策定中（2013年を目途に仕様公開予定） 

ITU-T G.9903 

 公知で標準的なメディアは、HEMSタスクフォースにより下記の４項目を基準に選定された 
 TTCホームネットワーク通信インタフェース実装ガイドライン及びARIB標準規格 
 実証結果(事業者及び地域実証等での検討結果) 
 エコーネットコンソーシアムにおけるECHONETLite と当該メディアの互換性検討結果 
 当該メディアの認証体制の充実 

7 

第３回スマートハウス・ビル 
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【参考資料②】スマートメーターの設置に係る設置者側の対応について 

◎ エネルギーマネジメント等のＨＥＭＳの機能を最大限に引き出す上で、スマートメーターと確実に接続し、Ｂ
ルート情報の双方向通信を行うことが必要である 

◎ 一方、両者の接続に関し、ユーザー側に過度な負担が生じれば、ＨＥＭＳ普及を妨げる要因となりうる。こ
のため、スマートメーターの設置者については、以下に関し責任を持って対応することを求める。なお、ス
マートメーターとＨＥＭＳの接続を確実にするためには、ＨＥＭＳの仕様に依存するところも大きい。このた
め、ＨＥＭＳメーカーにおいても、ユーザーの負担を最小としつつ接続が可能となるようなＨＥＭＳ機器の開
発に取り組むことを求める。 
① 公知で標準的な通信方式の採用 

◎ Ｂルート用のメディアとして、本ＴＦの検討に基づく公知で標準的な通信方式より選択すること。 
② ユーザーの過度な負担回避を図ること 

◎ 壁内の配線等を希望するようなケースを除き、ＨＥＭＳを導入するユーザーが費用面、作業面において過度な
負担をすることなく、Ｂルート通信が可能となるようにすること。 

◎ 具体的には、スマートメーターからＢルート情報が宅内までベストエフォートにて送信され、スマートメーターとＨ
ＥＭＳの接続に当たりユーザーが電気工事や過剰な配線等を行う必要が無い環境を整備すること。 

③ ユーザーに負担が生じる場合の考え方 
◎ 上記を原則とするものの、特殊構造を持つ住宅などでは、他の一般的な住宅に比して、ユーザー側に一定の

追加負担が生じざるを得ないケースも想定される。 
◎ この場合にも、一定の追加負担が生じるケースを最小限に留めるべく、このようなユーザーの数が、設計上数

％以内と見積もられるような仕様としていくこと。 
◎ また、このような一定の追加負担が生じるユーザーについても、当該追加負担を最小限とすべく、設計仕様の

検討において配慮すること。 
◎ ユーザー側に対する説明責任を果たす観点から、やむを得ず追加負担が生じるケースについての基準及び考

え方を明確化すること 
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【参考資料③】HEMS普及に向けた関係事業者の対応について  
                          

◎ HEMSは、エネルギーマネジメント等を通じた省エネ促進や、周辺サービスを含む新ビジネスを創出する上で必要不可
欠な機器であり、国策として官民一体となって普及促進に努めるべきである。 

◎ 一方、HEMSを本格的に普及させるためには、消費者が、HEMS導入によって利便性、快適性等が向上することを実感
し、また、HEMS導入に係る負担から解放される必要がある。これを実現するため、関係者は以下に取り組むこととする
。 

【機器メーカー】 
◎ HEMSに関する一層のコスト削減に努める。特に、スマートメーター設置後は、電力量等の測定に関する工事負担が大

幅に削減されることが期待されることから、HEMS導入の際に消費者がコストを負担と感じない水準まで低減する。 
◎ HEMSに接続可能なECHONET Lite対応の製品の販売を早期に開始する。具体的には、本年夏までに、エアコン、照明

等においてECHONET Lite対応の製品の販売を開始するとともに、本年冬までに、全ての重点機器でECHONET Lite対応
が標準装備となるよう準備を進める。  

【電力会社】 
◎ スマートメーターを設置する電力会社は、HEMSを導入する消費者が、スマートメーターBルートの接続に関して負担や

煩わしさを感じないよう、迅速な接続を可能とするための措置をとる。具体的には、ＨＥＭＳ普及過渡期における電力会
社の対応コストの適切性を考慮して、①または②の措置により全てのスマートメーターについてＢルート対応を実現す
る。 

   ①設置するスマートメーターにあらかじめBルート通信機能を装備する。 
   ②スマートメーターとのBルート接続を希望する消費者が、パスワード発行等の所要の手続きを行う期間を利 用し、B

ルート通信機能を装備する。この際、現在行われている、時間帯別料金への契約変更等の際のメーター交換等と同
等の水準の迅速さで対応する。   

【HEMS関連サービス事業者】 
◎ アグリゲーター等は、エネルギーマネジメントサービスの低コスト化、質の向上に努める。 
◎ また、消費者に対する魅力を向上させるため、エネルギーマネジメントサービスに留まらず、HEMSから得られるデータ

を活用した様々な新サービスの創出に努める。この際、柔軟な発想を持つベンチャー企業等の知恵を活用するよう努
める。  
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（目的） 
○ 一般家庭へのエネルギーマネジメントを本格的に普及し

ていくためには、その担い手として、多くの家庭を束ね
て最適なエネルギー管理サービスを提供する事業者（ア
グリゲーター）の存在が不可欠です。 

○一方、このような家庭部門におけるアグリゲーターにつ
いて、持続可能なビジネスとして成立させるためには、
エネルギー管理サービスに留まらず、様々な生活支援
サービスと一体として提供していくことが必要です。 

○ 本事業では、ＨＥＭＳ（ホーム・エネルギー・マネジメ
ント・システム）等を通じて取得される電力利用データ
を利活用し、新たなサービスを創出・実証する事業者に
対する補助を行います。 

○これにより、家庭部門に対する次世代のエネルギーマネ
ジメントビジネスのモデルを構築し、その後の横展開を
通じて、省エネ・ピーク対策に貢献します。 

次世代エネルギーマネジメントビジネスモデル実証事業 
 平成26年度概算要求額 １３８．０億円 

【うち優先課題推進枠９３．０億円】 
商務情報政策局 情報経済課 
０３－３５０１－０３９７ 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

国 
民間企業等 

（実証事業者） 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

民間団体等 

補助・委託 補助 
（２／３、定額） 

○一定地域の家庭（１万世帯程度を想定）に対し、ＨＥＭ
Ｓ、スマートメーターを導入し、エネルギーマネジメン
トサービスを提供。 

○併せて、取得された電力利用データを活用し、地元商店
と連携した節電誘導クーポンの発行、見守りサービス等
の新サービスのビジネスモデルを実証。 

○電力利用データの利活用に関するルール等についても検
討・検証し、消費者が安心してサービスを受けられる環
境を整備。 

エネルギー管理事業者（アグリゲーター） 

・・・ 

電力利用データ 
 

・リアルタイムの電力使用量 
・家電別の稼働状況   等 

次世代のエネルギーマネジメントビジネス 
エネマネ 
サービス 

新たな 
生活サービス ＋ 

リアルタイムで電力利用   
状況を分析し、異常を検知 

（例） 
・深夜までテレビがつきっ放し ／
朝に電気がつかない  
→ 倒れている可能性 

新たな生活サービスのイメージ（見守りサービスの例） 

連絡 HEMS 

（独居老人等） 警備会社 

家族 

参  考 
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http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://cache5.amana.jp/preview640/11007056883.jpg&imgrefurl=http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=11007056883&GroupCD=0&no=&usg=__OeAyivJmeM61XQkXFaGYimJDAig=&h=454&w=640&sz=89&hl=ja&start=35&zoom=1&tbnid=9o2r0f6BriwM8M:&tbnh=97&tbnw=137&ei=Gja1UdTfCc6bkgXg4YGoCg&prev=/search?q=%E8%AD%A6%E5%82%99%E5%93%A1%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&start=20&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEgQrQMwDjgU
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www6.plala.or.jp/sakaiya/_src/sc901/fam016.jpg&imgrefurl=http://www6.plala.or.jp/sakaiya/cn19/pg215.html&usg=__7GPCcuORt7yYlC6odB0KEs8GtBg=&h=472&w=500&sz=101&hl=ja&start=115&zoom=1&tbnid=wiM6kqXQiEzULM:&tbnh=123&tbnw=130&ei=xRi1UaySLsTAkAXByIGoDw&prev=/search?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&start=100&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEgQrQMwDjhk
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://img.allabout.co.jp/gm/article/28963/1.jpg&imgrefurl=http://allabout.co.jp/gm/gc/28963/&usg=__TJ7IxXPQ4mzP8oYE0IsBQBBIx2c=&h=150&w=200&sz=8&hl=ja&start=25&zoom=1&tbnid=Z_hptKqL7VlInM:&tbnh=78&tbnw=104&ei=9hO1UbiPDo7FkQWlqIGgAQ&prev=/search?q=%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&start=20&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBDgU
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.noveworks.jp/MT/mt-static/FileUpload/pics/eco/0907/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3cdc032-s.jpg&imgrefurl=http://www.noveworks.jp/contents/2009/07/vol19.html&usg=__pt8IWzR6HfwazxZbeCCeidVp6JA=&h=284&w=343&sz=27&hl=ja&start=4&zoom=1&tbnid=7shuAsyrSZUE9M:&tbnh=99&tbnw=120&ei=DBS1UaSWF8iekwWL6YGICA&prev=/search?q=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&um=1&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sozaidas.com/sozai/010302denki/010302denki042-trans.png&imgrefurl=http://www.sozaidas.com/127illust03.html&usg=__-7L9WTFgxieD_ZYthqjlFbh2NvM=&h=149&w=100&sz=5&hl=ja&start=5&zoom=1&tbnid=c291CSRyoCqDPM:&tbnh=95&tbnw=64&ei=KxS1UYrGCtDOkAWF8YHQBQ&prev=/search?q=%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%BA%AB%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&um=1&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBA
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://stat.ameba.jp/user_images/3b/95/10007696787_s.jpg&imgrefurl=http://ameblo.jp/top5/entry-10014075395.html&usg=__qpADTg36kgAnGMTkJP0Hgc7EBMc=&h=242&w=200&sz=5&hl=ja&start=37&zoom=1&tbnid=liaL0RyuSRVJTM:&tbnh=110&tbnw=91&ei=ehS1UdHIEISVkgX45YGgBw&prev=/search?q=%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&start=20&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CEwQrQMwEDgU
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://kids.wanpug.com/illust/illust2215.png&imgrefurl=http://kids.wanpug.com/illust85.html&usg=__Vc_iXzOHAiBOXUszi70nreYml8k=&h=358&w=376&sz=17&hl=ja&start=42&zoom=1&tbnid=UcsfqRZC9zCuEM:&tbnh=116&tbnw=122&ei=QhW1UfbDEMHQkgW6roCoBw&prev=/search?q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&start=40&um=1&sa=N&hl=ja&rlz=1T4GGHP_jaJP486JP486&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwATgo
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