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ERAB検討会の体制 

エネルギー・リソース・アグリゲーション 
・ビジネス・フォーラム 
【ACROSS】  

 
• 産学主体でアグリゲーションビジネス
を推進していくための合意形成の場  

調整力等に関する委員会  
【電力広域的運営推進機関】  

系統調整力への活用  

【電ガ部政策課電市室】 

FIT併用逆潮流に係る  
計量方法の整理  連携 

連携 

連携 

電力システム改革貫徹のための
政策小委員会 

【電ガ部電力基盤整備課】 

各種市場への活用  

連携 

JSCAスマートハウス・ビル標準・事業促進検討会  
【情報経済課】  

・スマートハウスの実現に向けた各種課題について産官学で検討していく場。 

ECHONET Lite ＷＧ  
【新エネルギーシステム課、 

情報経済課】  
・各機器がＥＲＡＢ対応するた

めの仕様拡張案を検討 

OpenADR WG  
【新エネルギーシステム課、 

情報経済課】  
• OpenADRの簡易版サブセッ
トのあり方等を検討  

IEC各TC国内審議委員会  
【国際電気標準課】  

• OpenADR WGや電気学会
と連携し、国際標準化への取
組を進める。  

制御量評価ＷＧ  
【新エネルギーシステム課ほか】  
・各リソースをＥＲＡＢ対応する
ための評価方法案を検討 

連携 

ECHONETLite  
仕様拡張の検討  

各種リソースの評価方法 
の検討  

OpenADR簡易版 
サブセット等の検討  

サイバーセキュリティ 
の検討 

連
携 

連
携 

連
携 

サイバーセキュリティＷＧ  
【新エネルギーシステム課、 
サイバーセキュリティ課ほか】 
・ＥＲＡＢにおけるサイバーセ
キュリティのあり方等を検討  

エネルギー・リソース・アグリゲーション 
・ビジネス検討会（ERAB検討会）  

【新エネルギーシステム課】  
 

• アグリゲーションビジネスの発展に向けた、官主体の
検討会  

• 多岐に渡る制度的課題について、省内各検討会
等と連携し、全体像を整理  

• バーチャルパワープラント等の予算措置も効果的に
活用  
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通信規格の整理 

①OpenADRの活用を検討 

②ECHONET Lite 
VPP仕様を策定 
(蓄電池、EVPS、
エコキュート、業務
用ショーケース等) 

 分散型エネルギーリソースの統合（アグリゲーション）にあたって、相互接続性向上や
VPP対応リソースの効率的な普及拡大のため、通信規格の標準化を進める必要がある。 



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。 
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メンバー 

【座長】（敬称略） 
石井 英雄  早稲田大学  
【出席者】（５０音順） 
株式会社NTTファシリティーズ 
関西電力株式会社 
京セラ株式会社 
住友電気工業株式会社 
ダイキン工業株式会社 
電気学会（SGTEC） 
東京電力ホールディングス株式会社 
株式会社東光高岳 
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 
要件明確化 

OpenADRマッピング 
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 

検討の進め方 

• 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。 
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 ERAB視点でのユースケース（UC）を収集し（71件）、OpenADR2.0bでのマッピングを検討 ⇒ 
ギャップ評価 
 イベント発動では、負荷抑制以外の負荷増加、発電増加・抑制等への対応 

 リソース毎の状態把握、制御余力などの通知 

 機器別実装ガイドラインの策定 
 OpenADR2.0bの範囲内で、機器を特定して必要情報をやり取りする場合の実装マニュアル 

 VPP実証等でも活用し、フィードバックによる改定、OpenADRアライアンスと協働した公式プロファイル整備 

 

OpenADR WGの検討概要 



5 

ECHONET Lite WGの概要 

エネルギー・リソース・アグリゲーション・ 
ビジネス検討会（ERAB検討会） 

ECHONET Lite ＷＧ 
ECHONETコンソーシアム 

提案 

ENコンソ会員企業より提案 

体制図 

アグリゲーター 

メーカー 

蓄電池 ヒートポンプ 
業務用
ショーケー
ス 

家庭用燃
料電池 

EVPS(充
電器・充
放電器） 

※どのリソース機器が検討の対象になるかによって、参加するアグリゲーターとメーカーは入れ替わる。 

座長 梅嶋 真樹 慶應義塾大学 SFC研究所 AUTO-ICラボ・ジャパン副所長 

 ECHONET Lite通信規格を活用して、需要家側機器を遠隔制御可能となるよう、規
格の拡張について議論。 

業務用エ
アコン 
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ECHONET Lite拡張案（蓄電池の例） 
 拡張案の主な変更点は以下のとおり。 

 アグリゲーションビジネスに必要なコマンドを新規で追加するとともに、既存をコマンドを含めコストアップが小さいも
のについては必須化した。具体的には、遠隔で充放電指示を行うコマンド及び劣化状況を踏まえた充放電可
能量を把握するコマンド等を必須化した。 

原案 拡張案 

5 21 

必須コマンド化 新規コマンド 

拡張案 

19 

新規必須コマンド具体例 

プロパティ名称 プロパティ内容 

識別番号 オブジェクトを固有に識別する番号。 

AC実効容量（充電） 空の蓄電池より充電可能な電力量（AC） 
※実効容量の定義に関しては、現在時点の実効容量とする。 

AC充電可能量 現時点での充電可能な電力量 

AC充電量設定値 充電の電力量（AC）をWhで指定する。 

AC積算充電電力量計測値 積算充電電力量（AC）を0.001kWhで示す。 

※放電についても、同様のプロパティを必須化している。 



今後の取組 
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 昨年度は、約340MWのネガワット及び約13MWのVPPの技術実証の実施、通信規格の整備、
サイバーセキュリティガイドラインの策定、蓄電池の目標価格の設定等を行った。 

 これらを元に、今年度以降は、アグリゲーターが送配電事業者からの指令をもとに多数・多種のリ
ソースを、より早く正確に制御する検証を行う。 

小売供給力 電源Ⅰ‘ 電源Ⅰ-a 電源Ⅰ-ｂ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
リ
ソ
ー
ス

の
量
・
種
類

 

昨年度のスコープ 今年度以降のスコープ 

反応時間の速さ 

反応時間：～15分前 
●自動 
●制御技術(複数リソースのリレー) 
●サイバーセキュリティ 
●制御量評価(ベースライン、計量) 

自家発 
蓄電池 

エコキュート 

EV/PHV 

ショーケース 

空調 

反応時間：～4時間前 
●主に手動 
●制御技術(単一リソースによる正確性) 
●制御量評価(ベースライン) 

バーチャルパワープラント構築実証事業 



【参考】調整力公募の結果（エリア別） 容量：kW、価格円/kW 
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第1回 電力・ガス基本政策小委員会  
制度検討作業部会資料5より抜粋 

（一部改変） 



事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワー 
プラント構築実証事業費補助金 平成29年度予算額 40.0億円（29.5億円） 

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 
03-3580-2492 

事業イメージ 

 

事業目的・概要 
東日本大震災後、従来の大規模集中電源に依存した硬直的なエネ
ルギー供給システムを脱却するとともに、急速に普及している再生可能
エネルギーを安定的かつ有効に活用することが喫緊の課題となっていま
す。 

 こうした状況に対応するため、工場や家庭などが有するエネルギーリソー
ス（蓄電池や発電設備、ディマンドリスポンスなど）を、高度なエネル
ギーマネジメント技術により遠隔・統合制御し、あたかも一つの発電所
（仮想発電所：バーチャルパワープラント）のように機能させることで、
電力の需給調整に活用する実証事業を実施します。 

具体的には、統合制御に関する技術実証の実施やエネルギーリソース
の遠隔制御対応（IoT）化等に取組み、需要家側エネルギーリソー
スの有効利用及び需給調整への活用を通じて、再生可能エネルギー
の導入拡大及び更なる省エネルギー・電力の負荷平準化、系統安定
化コストの低減を目指します。 

成果目標 
平成28～32年度までの5年間の事業を通じて、50MW以上の仮想
発電所の制御技術の確立等を目指し、再生可能エネルギーの導入拡
大や更なる省エネルギー・電力の負荷平準化等を推進します。 

国 民間事業者等 

補助（定額、1/2） 補助 

民間団体等 

蓄電池やヒートポンプ等のエネルギーリソースを活用したビジネスモデルの確立 

需要家側エネルギーリソース（下流側） 

バーチャルパワープラント 

多数の分散型エネルギー
リソースを統合制御 

電力会社 
集中電源を制御して 
需給バランスを調整 

集中電源（上流側） 

放電 

充電 
・・・・ 

放電 

充電 湯沸かし 

アグリゲーター 



ＶＰＰ推進に向けた課題 

（１）制度ルール 
 今後、調整力公募、容量市場、リアルタイム市場などの設計を行うにあたり、    
需要側リソースの価値を適切に評価するルールを検討 

（２）遠隔制御可能な需要家側リソースの拡大 
 予算事業を活用したリソース規模の拡大 
 VPP事業に関して需要家に対して普及啓蒙活動を実施（例：説明会開催等） 

（３）制御量の評価方法の整備  
 調整力(電源Ia,Ib)、上げDRなどにDRを活用する際のベースラインを設定 
 DR実績の計量方法のあり方を検討 
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