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マレーシアのインダストリー4.0と日本のソサエティ5.0
による共創は可能
 マレーシアでは、政府が民間セクターのインダストリー4.0への関与において重要な役割

を果たしてきた。産業界のプレイヤーがこの新たな産業革命の推進に乗り出すことを促
すための計画が始まっている。 ＭＰＣ（マレーシア政府経済産業省の下部組織）は生
産性向上のためこの機会を推進している

 本調査研究は、マレーシアのエコシステムのさまざまな分野にわたる多くの専門家にイ
ンタビューし、上記の結論に達した



インダストリー4.0に関する国家政策
インダストリー4WRD:マレーシアの問題と課題への取り組み
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インダストリー4.0の9本の柱
 ビッグデータと分析

 自律ロボット

 模擬実験

 縦横のシステム統合

 IoT

 サイバーセキュリティ

 クラウド

 アディティブマニュファク
チャリング

 拡張現実
4Source : Malaysia Productivity Corporation (MPC) Report, 2018 



人材の確保が急務!
 技術に焦点をあてるだけでは不十分

 人材が一番大事

 採用

 社員のスキルアップ

 トレーニング

 特定のスキルに関する労働者の資格よりも、人の能力に着
目する視野が重要

Source : Malaysia Productivity Corporation (MPC) Report, 2018 
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デジタルにおける信頼性が鍵！

 デジタルの信頼性は次の３つの重要な問題を処理する

 サイバーセキュリティ

 透明性

 個人データ保護

 企業はデジタルノウハウを開発し、これらの問題や脅威
に対抗する必要がある
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インダストリー4.0の準備を整えるマレーシアの視点
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Source : Malaysia Productivity Corporation (MPC) Report, 2018 

 もう一つの発見は、Industry4.0と直接的な接点を通して、「新たなマレーシア世代」

が、若い大学研究者や新興企業によって組織化され、強い存在感を持ってきたこと
である。

 構造変革の担い手

 能力開発

 実践者

 評価



マレーシアは今、
技術主導のアプローチに戻ろうとしている

 マレーシアのエネルギーシステムは、マレーシアのインダストリー4.0の中心戦略となりつ
つある。そこではマレーシアの参加が優先される。

 国際標準の文脈で「マレーシアの参加」の意味を知ることを目的として、この調査では、
20人以上のスタートアップや既存企業、学界などのインフルエンサーにインタビューを
行った。

8Source: Industry 4wrd READINESS ASSESSMENT by Ministry of International Trade and Industry , Malaysian Government 



インタビューからわかったこと

 新たなマレーシアは、社会全体で国際的なオープン標準を推進する

 最初の発見は、エネルギーシステムの供給側と需要側の両方のプレーヤーが、国際標
準がマレーシア版インダストリー4.0の主導的役割の一部を担うことを支持したことだ
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 SCADAを検討した電気事業者

は、関連規格に強い関心を示
した。例えば、エネルギーに関
するISO / IEC 61970など

 政府のIoT委員会メンバーは、

家電製品インターフェースに関
してISO / IEC 14543‐4‐3を支持
した



電化製品とスマートメーターを接続するため、標準インターフェースとしてISO/IEC 14543-4-3 
(ECHONET Lite) が推奨されている
HEMSとデバイス間の通信プロトコルはIPに基づいている

日本は「オープン標準」を取り上げ、DSMで“ ISO / IEC 14543-4-3”を使用

⽇本政府と産業連携は、HEMSを中⼼としたデマンドサイドマネジメントを実現するため、IEC14543-4-3を提案している。
⽇本発の国際規格ECHONET Liteは、家電製品や電⼒メーター、EV、PVなど、100以上のデバイスが共通⾔語を話
すことを実現した。
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オープン性と相互接続性
オープン性と相互接続性は、エコシステム全体に有効である。

• 部門を超えた政府機関（エネルギー、ICT、人事）
• 大学の学術リソース
• マレーシアの大企業
• 新興のIoTスタートアップ

「オープン性と相互接続性が重要である。私の考えでは、オープン標準
のみを利用するべきである。標準化されたインターフェイスのみが、業
界全体を連携させることができるためである」

主任研究員（ MIMOS）
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“我々は国際標準のみを使用している”
 国際標準は、デバイスやネットワークのサイバーセキュリ
ティに関する懸念と歩調を合わせるべきである。

「国際標準は、我々が行うあらゆることにおいて不可欠である。この点に
おけるベンダーのセキュリティとライフタイムの責任は、オープンな世界に
おける重大な関心事である」

技術適用責任者（マレーシア 通信サービス事業者）

「オープンでなければならない! 国際標準は唯一の道である。適切な事業モ
デルを開発するために、私は技術チームに対し、標準1‐4543‐4‐3の適用可能
性を調査するよう求めている。」

IOT事業責任者（マレーシア 通信サービス事業者）
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環境技術と再生可能エネルギー

 日本とマレーシア間の協力分野の観点から、エネルギー
が議題の中心となる

「環境技術や太陽光などの再生可能エネルギーの発展は、マレーシアと日本
の間の重点協力分野のひとつであるべきだ。知識社会を推進し、生産性を
高め、雇用を拡大するための支援は、常に好意的に受け止められる。」

PIKOM会長
（PIKOMは、マレーシアのGDPで15%～20%を占める同国ICT業界を組織化するICTの協会）
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教育リソース
 国際標準の採用を支援するための教育的ギャップ

 政府支援によるカリキュラムが期待される

「マレーシア政府がIR4.0に関する国家政策を公表した後、現在のマレーシア
ではIOTのトレーニングが強力に推進されている。トレーニング資金の大半は
、HRDFから拠出されると思われる。HRDFは、IR4.0に沿ったトレーニングプロ
グラムを求めている。」

CTO兼共同創業者（ マレーシア 新興企業 ）
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日本―マレーシア
国際標準IEC 14543‐4‐3のためのEMS提携

 「我々は国際標準のみを使用している。また、国際標準14543‐4‐3を用いた
エネルギー管理に関して、日本の支援をもとに標準を定義する機会がある
ことを嬉しく思う。」

 「ECHONET Liteという実績のあるプラットフォームに基づいた、より多くの
IOTトレーニングプログラムを導入することに関して、エコーネットコンソーシ
アムと日本政府の参加を歓迎する。」

IOTタスクフォースの議長（Chairman of the MCMC/MTFSB）
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新世代のプレイヤー
 より世界に開かれた人々からなるさまざまな新しい集団が
マレーシアで急速に台頭している

 ソフトウェアやアプリケーションの開発に関して「実生活」導
入上の懸念克服が重要

 エンドユーザ市場に貢献することが重要である

「国際標準を全面支持する。私たちの私たちのIoTエクスペリエンスセンター
を、Echonet Liteとの正式な統合をテストし、それを主に不動産開発コミュニ
ティに紹介するためのリビングラボとして提供したいと考えている。その後、
Echonet Liteのエネルギー管理プラットフォームを紹介するために、
PoC/MVPのベースとしてTPMを使用したいと考えている。」

CEO（マレーシア 新興企業）

16



結論:

 この調査は、マレーシアのエネルギーシステムに焦点を当てながら、日本がインダストリー
4.0の発展において重要な役割を担うために必要なことを理解するために行われた

Q１： 新しいマレーシアのエネルギーシステムを作るために必要な基準は何か？

A   ： このシステムは、マレーシアで新しいものを形成するのではなく、既存の国際標準をサ

ポートしている。これにより、日本とマレーシアの連携している企業がマレーシアの国内
基準を必要とせずに事業に参入できるようになる。次の規格がシステムの実現の候補
になりうるものだ。

DMSでは、家電製品のインターフェース用のISO / IEC 14543‐4‐3 (ECHONET Lite) 。
SCADAでは、エネルギー管理に関するISO / IEC 61970、配電管理に関するISO / IEC 
61968。

Q２： 日本が支持する国際規格はどのようにマレーシアの共通規格になるか？

Ａ ： マレーシアで共通規格になるには、規格の認証に加えて、4つの欠けている部分があ

る－オープン性、意識、教育、および信頼（サイバーセキュリティ）に関する研究だ。マ
レーシアのEMS市場であるZigbeeでは、Modbusがみられる。しかし、それらは上記の
4つの点と国際基準を満たしていないため、支配的な地位を占めるには至っていない。
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結論:

Ｑ３： マレーシアの制度に新しい基準が必要な場合、日本にはどのような取り組みが発表さ
れるか。

Ａ ： インターナショナルサイバーセキュリティフレームワークは新しい標準として扱われる
べきだ。 このフレームワークは、１）ASIAN諸国が同じ構造を実行できること、および、
２）既存の国際規格が相互運用性を維持することを支持している。

Ｑ４： マレーシアやASEAN諸国と同盟する日本に、新しい国際規格が与える影響は何か？

Ａ ： 日本がサイバーセキュリティフレームワークを世界に広げる可能性を作り出した。

２０１９年１月に経済産業省が国際的なレビューを公に要求したフレームワークは、
NIST、ETSI、ISO / IEC、IETF、IPv6フォーラム、ITUなどでよく知られている。国際サ

イバーセキュリティフレームワークまで発展させることができれば、インダストリー４．０に
おいて日本に対する理解を深め、マレーシアでその新しいエネルギーシステムを組み
込むことができる。 実証研究のためにマレーシアの学界はそれを待っている状態だ。
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エネルギーセクターの国際標準技術へ
のマレーシア参加に関する白書 

 

「インダストリー4WRD」は、国家（マレーシア）にとって明確な戦略的方向となり得る。

これらの技術は全面的に適用されるためである。スマートマニュファクチャリングは最

終的に、マレーシアにスマートシティ、スマートグリッド、スマートサービス等を実現

させるだろう。 

（マレーシアのマハティール・ビン・モハマド首相 
2018 年 10 月 31 日、インダストリー4.0 に関する国家政策インダストリー4WRD を発表） 
 
 
 
 
 

2019 年 3 月 
 

財団法人 SFC フォーラム 

 
 



2|  マレーシアのエネルギーセクターにおける国際標準の使用 

新マレーシア：「オープン標準が進むべき道」 

調査チームは、マレーシアのエコシステムのさまざまな部門にわたり、多数の専門家

にインタビューを行った。これらの専門家はみな、マレーシアにとっての適切な戦略は

オープンな国際標準技術を受け入れることだと考えている。我々の詳細な調査は、ひと

つの結論に至った。 
 

新マレーシアは、社会全体で国際的なオープン標準を受
け入れている。 

 

教育は新マレーシアを支える道である 
 

マレーシアは、国際標準を全面的に支持している。ITU と ISO/IEC は本来的に国際的

かつオープンであり、マレーシアで幅広く適用されている。 
政府機関のさまざまな部門（エネルギー、ICT、人的資源）から大学の学術リソース、マ

レーシア大手企業から IOT 新興企業に至るまで、オープンな国際標準をこのように全面

適用することは有効である。 
このアプローチはトップから支持されている。本調査の枠組みのなかでインタビュー

を実施した政府機関はすべて、マレーシアのこの国家的アプローチを支持している。マ

レーシア政府が国家アジェンダ（2018年 10月）の主要優先事項としてインダストリー4.0
の実施プログラムを指定したため、その重要度はさらに高まっている。 

この声明を支援するため、マレーシア・マイクロエレクトロニクス・システム研究所

（Malaysian Institute of Micro electronics Systems; MIMOS）の主任研究員は、最初の IOT プ

ロジェクトの導入を提示しつつ、以下のように述べた。 

「オープン性と相互運用性が重要である。私の考えでは、オープン標準のみを
利用するべきである。標準化されたインターフェースのみが、業界全体を連携
させることができるためである。」 

 
マレーシア通信マルチメディア委員会（Malaysian Communications and Multimedia 

Commission; MCMC）／マレーシア技術標準化フォーラム（Malaysian Technical Standards 
Forum Bhd; MTFSB）の IOT タスクフォースの議長は同主任研究員と同様に、以下のよう

に述べた。 

「我々は国際標準のみを使用している。」 
 

国際標準は、デバイスやネットワークのサイバーセキュリティに関する懸念と歩調を

合わせるべきである。ここでもマレーシアの利害関係者は非常に明快である。マレーシ

アの二大サービス事業者の技術適用責任者は、以下のように述べた。 



3|  マレーシアのエネルギーセクターにおける国際標準の使用 

「国際標準は、我々が行うあらゆることにおいて不可欠である。この点におけ
るベンダーのセキュリティとライフタイムの責任は、オープンな世界における
重大な関心事である。」 

 
マレーシア最大手通信企業の海外子会社 7 社で IOT 導入担当者を務める彼の同僚は、

非常に断定的だった。 

「オープンでなければならない! 国際標準は唯一の道である。適切な事業モデ
ルを開発するために、私は技術チームに対し、国際標準 14543-4-3 の適用可能性
を調査するよう求めている。」 

 
従来のハードウェア製造者の一部はマインドセットを未だに変えずにいるが、より世

界に開かれた人々からなるさまざまな新しい集団が、マレーシアで急速に台頭している

（ソフトウェアやアプリケーションの開発に関して「実生活」導入上の懸念を有し、エ

ンドユーザ市場に貢献することに関心を有している）。 

マレーシア標準化委員会に参加する IOT 大手新興企業の CEO は、以下のように

述べた。 

「国際標準を全面支持する。私たちの私たちの IoTエクスペリエンスセンターを、
ECHONET Lite との正式な統合をテストし、それを主に不動産開発コミュニティ
に紹介するためのリビングラボとして提供したいと考えている。その後、
ECHONET Lite のエネルギー管理プラットフォームを紹介するために、PoC/MVP
のベースとして TPM を使用したいと考えている。」 

唯一実行可能な選択肢として国際標準の適用を支持するため、教育に関して現在

の提案にはギャップがあり、政府によって支持されたいくつかのカリキュラムが整

えられるのを待っていることは広く認識されている。 
 

また別の新興企業 CTO 兼共同創業者は、以下のように述べた。 

「マレーシア政府が IR4.0 に関する国家政策を公表した後、現在のマレーシア
では IOT のトレーニングが強力に推進されている。トレーニング資金の大半
は、HRDF から拠出されると思われる。HRDF は、IR4.0 に沿ったトレーニン
グプログラムを求めている。」 

 
人的資源開発基金（Human Resources Development Fund; HRDF）の要職者は、以下のよう

に述べた。 

「我々は、様々な産業でマレーシア人労働力に恩恵をもたらす教育プログラム
を構築し、Win-Win アプローチのために日本と協力することに関心を持ってい
る。」 

 



4|  マレーシアのエネルギーセクターにおける国際標準の使用 

Taylor University のある教授は、ISO/IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) など日本で適

用されている国際標準の潜在的な牽引力について、数年前は懐疑的だった。しかし、

日本でなされた進歩、そして適切な教育に支えられた良質なインフラに向けた新マ

レーシアのアプローチを促進する可能性に、非常に感服したと明言している。 

「オープン標準の実装は、すべての IOT デバイスを接続する必要がある現在
のエネルギーエコシステムを補完するための究極の戦略である。技術進歩の
推進や特に品質維持のための標準導入に変化をもたらすには、規制機関によ
る教育と執行は不可欠である。」 

 
 
MCMC／MTFSB の IOT タスクフォースの議長は、以下のように述べた 

「我々は国際標準のみを使用している。また、国際標準1-4543-4-3を用いたエネ
ルギー管理に関して、日本の支援をもとに標準を定義する機会があることを嬉
しく思う。」 

 
一部の利害関係者も、日本とマレーシアの間の協力分野に関して、指針を提示した。

議題のなかでは、エネルギーの優先度が高い。PIKOM は、マレーシアの GDP で 15%～

20%を占める同国 ICT 業界を組織化する ICT の協会である。PIKOM 会長は、以下のよう

に述べた。 
 

「環境技術や太陽光などの再生可能エネルギーの発展は、マレーシアと日本の間の
重点協力分野のひとつであるべきだ。知識社会を推進し、生産性を高め、雇用を拡
大するための支援は、常に好意的に受け止められる。」 

 
Malaysian University for Science and Technology の「持続可能なエネルギー」プログラム

責任者は、以下のように述べた。 

「検査機関として、規制は不可欠なものであり、国際標準は唯一の選択肢であ
る。エネルギー節減に関する意識向上プログラムを構築することは、非常に重
要である。この要素は、エネルギーと環境政策に欠けているためだ。」 

 
この発言を裏付けるように、MCMC／MTFSB の IOT タスクフォースの議長は、以下

のように述べた。 

「ECHONET Lite という実績のあるプラットフォームに基づいた、より多くの
IOTトレーニングプログラムを導入することに関して、エコーネットコンソーシ
アムと日本政府の参加を歓迎する。」 

 
国際標準とオープンプロトコルに関して必要な新マレーシアと日本の関係性は、多様

な形態になる可能性もあるが、「技術推進」ではなく知識とノウハウの共有により依拠

できる新たな種類の協力を構築することを推進するべきと考えている。 
 



5|  マレーシアのエネルギーセクターにおける国際標準の使用 

我々の考えでは、従来の教育アプローチ（政府後援の教育による、国が後押しするシ

ステムの推進）は、かつての日本のモデルであり、現在でも米国、中国、ドイツのモデ

ルであるが、過去のモデルである。 
 

例えば、コンサルティングプログラムや教育プログラムの形態を取る可能性がある。

これらのプログラムを市場の利害関係者と共同で実施し、良質なアプローチや技術に関

するマインドセットを共有する基盤を構築できる。前述新興企業の CEO が協力に非常に

熱心な理由のひとつは、協力が同社の事業や同社顧客の事業に有益であることである。

さまざまなハードウェア製造者間で相互運用可能な空調機器があることは、マレーシア

では頭の痛い問題である。彼は、国際標準を用いてソフトウェアやアプリケーションを

開発し、1 つの技術や 1 組の閉鎖的な標準に囲い込まれたくない顧客の問題を解決したい

と考えている。国際標準に基づく相互運用可能な BEMS や HEMS が、進むべき道である。 
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第 1 章：マレーシアのエネルギー市場の調査 

新国家政策としてのマレーシアのインダストリー4.0 
マレーシア政府は 2018 年 10 月 31 日、マレーシアの製造セクターと関連サービスセ

クターのデジタル変革を推進する「インダストリー 4WRD」という同国の国家政策を

発表した。マレーシア通商産業省（Ministry of International Trade and Industry; MITI）が

主管省として、マレーシアの第四次産業革命（インダストリー4.0）を牽引する任務を

割り当てられた。MITI は同国の他省庁や政府機関と連携し、この国家的アジェンダを

遂行する。同政策の枠組みは以下のとおりである。 

 
 

図 1：マレーシアのインダストリー4.0 の枠組み 
出典：MITI によるインダストリー4wrd 予備審査 

 
以下は、MITI のビジョン、ミッション、目的、機能である。 
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ビジョン： 
 2020 年までに、世界で最も競争力のある貿易国のなかで、マレーシアを優先的な

投資先にする。 
ミッション： 

 高付加価値の財・サービスを生み出すことにより、国際貿易におけるマレーシアの

国際競争力を高める戦略を推進する。 
 2020 年までに先進国入りを果たすためのマレーシアの経済成長強化に向け、産業活

動の発展を促進する。 
目的： 

 国家経済政策およびビジョン 2020 の達成に向け、マレーシアの急速な発展を実現す

る国際貿易政策と産業政策を立案、法制化、実施する。 
 急成長し、革新的かつ有能なマレーシア労働人口に対し、高価値と高収入の雇用機

会を創出できる経済的推進力を生み出し維持する。 
機能： 

 産業発展、国際貿易、投資に関する政策を立案、法制化、実施する。 
 海外投資や国内投資を促進する。 
 二国間、多国間、地域間の貿易関係や協力を強化することにより、マレーシアの工

業製品やサービスの輸出を促進する。 
 製造セクターにおける国全体の生産性と競争力を向上させる。 
 中小企業の発展を計画、調整、監視する。 
 民間セクター、特にブミプトラコミュニティの経営能力、監督能力、企業家能力を

発展、向上させる。 
 マレーシアが製造セクターから最大の恩恵を得られるようにする。 

 
MITI が自己のビジョン、ミッション、目的、機能を達成するためには、IR4.0 の個別調

整が、2020 年のマレーシアの先進国入りを後押しすると思われる。 
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インダストリー4.0 とは 

 
 

図 2：産業化の段階 
出典：MITI によるインダストリー4wrd 予備審査 

 
インダストリー4.0 は、製造技術における現在の傾向（自動化とデータ交換）に対して

付与された名称である。サイバーフィジカルシステム、モノのインターネット、クラウ

ド・コンピューティング、コグニティブ・コンピューティングを含む。インダストリー

4.0 は一般に、第四次産業革命と呼ばれる。 
インダストリー4.0 は、スマートファクトリーと呼ばれるものを育成する。モジュラー

構造のスマートファクトリー内で、サイバーフィジカルシステムが物理的プロセスを監

視し、物理的世界の仮想コピーを作成し、分散した決定を行う。モノのインターネット

上で、サイバーフィジカルシステムが相互にコミュニケーションと協力を行い、内部と

バリューチェーンの参加者により提供・使用される組織的サービス全体の両方で、人間

とリアルタイムでコミュニケーションと協力を行う。 
「インダストリー4.0」という言葉は、I4.0 と省略されることや、単に I4 と呼ばれるこ

ともある。もともとは、ドイツ政府のハイテク戦略のプロジェクトから生まれた言葉で

ある。この戦略は、製造のコンピューター化を推進している。 
「インダストリー4.0」という言葉は、2011 年のハノーファー・メッセで復活した。

2012 年 10 月、インダストリー4.0 作業部会はドイツ連邦政府に対して、インダストリー

4.0の実施勧告を提示した。同作業部会のメンバーやパートナーは、インダストリー4.0の
創始者や立役者として認められている。 

2013 年 4 月 8 日のハノーファー・メッセで、インダストリー4.0 作業部会の最終報告書

が提示された。同作業部会の責任者は、ジークフリード・ダイス氏（ロバート・ボッシ

ュ）とヘニング・カガーマン氏（ドイツ科学技術アカデミー）である。 
インダストリー4.0 の原則が企業に適用されるなか、ブランド再構築された事例もある。

例えば、航空宇宙部品を製造する Meggitt PLC は、自社独自のインダストリー4.0 調査プ

ロジェクト M4 をブランド化している。 
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設計原則 
インダストリー4.0 には、4 つの設計原則がある。これらの原則は、インダストリー4.0
のシナリオを特定、実施する際、企業を支援する。 

 相互接続性： 
機械、デバイス、センサー、ヒトが、モノのインターネット（ Internet of 
Things; IoT）またはヒトのインターネット（Internet of People; IoP）を介して相

互に接続し通信を行える。 
 情報の透明性： 

インダストリー4.0 の技術による透明性は、事業者に対し、適切な決定に必要

な有益な情報を大量に提供する。相互接続性により、事業者は、製造プロセス

のあらゆるポイントから膨大なデータや情報を収集できるため、機能性の支援

や、イノベーションや改善のメリットを享受できる重要分野の特定を可能にす

る。 
 技術的支援： 

第一に、十分な情報を得た上での決定や緊急課題の速やかな解決のために情報

を総合的に取りまとめたり視覚化したりすることにより、支援システムは人間

をサポートできる。第二に、人間の同僚にとっては不快なタスク、消耗の激し

いタスク、安全ではないタスクという多岐にわたるタスクを実行することによ

り、サイバーフィジカルシステムは人間を物理的にサポートできる。 
 分散的決定： 

サイバーフィジカルシステムは自身で決定できる。また、可能な限りタスクを

自動化して実行できる。例外、干渉、目標との矛盾がある場合に限り、タスク

を上位に委任する。 
 
ドイツ政府のインダストリー4.0 戦略に関して付与された特徴は、非常に柔軟な（大量）

生産条件下での製品の強い個別調整である。必要な自動化技術は、複雑化が進む労働者

の作業において、労働者の自己最適化、自己設定、自己診断、認知、知的支援に関する

方法を導入することにより、改善される。 
 
2013 年 7 月時点で、インダストリー4.0 の最大のプロジェクトは、連邦教育研究省

（Federal Ministry of Education and Research; BMBF）の最先端クラスタである「Intelligent 
Technical Systems Ostwestfalen-Lippe（It's OWL）」である。別の大規模プロジェクトは、

BMBF のプロジェクトである RES-COM や、クラスタ・オブ・エクセレンスの「高賃金諸

国の統合生産技術（Integrative Production Technology for High-Wage Countries）」である。

2015 年、欧州委員会は、インダストリー4.0 のテーマを育成する主要イニシアティブとし

て、国際的なホライズン 2020 研究プロジェクトである CREMA（XaaS・クラウドモデル

に基づく、クラウドベースのラピッド・イラステック・マニュファクチャリングの提供）

をスタートさせた。 
 

課題 
インダストリー4.0 の実施上の課題は、以下のとおりである。 
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 IT セキュリティの問題。これまで閉鎖されていた生産現場を開放する必要性によ

り、大幅に悪化している。 
 非常に短く安定的な待ち時間など、極めて重要な機械同士のコミュニケーション

（M2M）に求められる信頼性と安定性。 
 生産プロセスの完全性を維持する必要性。 
 IT 障害を回避する必要性。IT 障害が発生すると、生産停止で高くつくことになる。 
 産業ノウハウを保護する必要性（産業自動化ギア用の制御ファイルも含む）。 
 第四次産業革命を進展させるための適切なスキルセットの不足。 
 企業 IT 部門で無駄が生ずる恐れ。 
 利害関係者による変化への一般的な抵抗。 
 自動化プロセスや IT 制御プロセスによる多数の雇用の喪失（特に低学歴者）。 
 トップマネジメントの低いコミットメント。 
 不透明な法的問題やデータセキュリティ。 
 不透明な経済便益／過剰投資。 
 規制、標準、認証形態の不足。 
 従業員の適性不足 

マレーシアの状況における IR4.0 の適用 
インダストリー4.0 は、ドイツをベースとしたスマートファクトリーの概念である。マ

レーシアで IR4.0 の実施が成功するか否かは、ヒト、プロセス、技術などの重要な変動要

因によるところが非常に大きい。これらの変動要因については、図 1の国家政策の枠組み

で明記されている。 
ヒトの観点では、マレーシア人のスキルや労働文化は、ドイツとは非常に異なる。こ

れらの要素を直接適用することは、マレーシアの状況には適切ではないと思われるため、

再エンジニアリングを行い、マレーシアの状況に合わせて個別調整しなければならない。

マレーシア人とドイツ人のスキルセットは異なるため、個別調整せずに知識を直接移転

しても、マレーシアの状況では歓迎されないと思われる。この方向性で推進した場合、

最終的に産業はこの新技術を熱心に追求しないと考えられ、この新技術を受け入れるた

めに費やした努力や公的資金が無駄になりかねない。 
さらに、マレーシアの産業は、ロバート・ボッシュなどの初期の技術創始者が提唱し

た専有技術ではなく、カスタマイゼーション可能なオープン技術を好む。知識移転は、

マレーシア人が新規技術を習得し製造業に適用できるよう、マレーシアの状況に合わせ

て個別調整しなければならない。強制的に直接適用しても、マレーシアの新戦略のもと

では歓迎されないと思われる。 
プロセスの観点から、プロセスもマレーシアの状況に合わせて修正しなければならな

い。マレーシアは、現地の状況に合わせた独自の種類のプロセスフローがある。このた

め、ドイツのプロセスを直接移転しても、マレーシア産業内ではまったく受け入れられ

ない。プロセスでも、個別調整が主に、この変革の適用をさらに促進する。 
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対照的に、大手プレイヤーは、エネルギーセクターで専有技術

を受け入れている。だが、Modbus など、一部の欧州系技術は

十分に認知され、オープンポリシーに対応している。 

「オープンプロトコルが必要である。オープンプロトコルは、エネルギー管理
システムにおいて進むべき道である」。マレーシアの日系企業で対外アライア
ンスを担当するマネージャーは、このように述べている。 

 
マレーシアの世代は、マレーシアのエンジニアが自己の目的に活用できる国際標準の

登場を待っている。だが、建設業の大手プレイヤーは、オープンプロトコルに関する強

制的な規制がないことを巧みに生かしている。 
しかしながら、エンジニアの間で、Modbusと Back Netの人気が高まっている。Modbus

は、もともとは Modicon（現シュナイダーエレクトリック）が 1979 年に公開した一連の

通信プロトコルであり、同社がプログラマブルロジックコントローラー（programmable 
logic controller; PLC）で使用していたものだった。Modbus は事実上の標準通信プロトコル

になり、現在は産業電子機器の接続方法として広く使用されている。我々の調査は、

Modbus が十分に認知された理由は 3 つあると結論付けた。 
 オープンに公開する。 
 ロイヤルティフリーにする。 
 マレーシアで展開し維持することが、簡単である。 

標準技術選択に関する主要な利害関係者 
産官学のリーダーに対する調査のなかで、インダストリー4.0 の導入社は国際標準技術

を強く支持している。マレーシアには、標準化団体が複数存在する。同国の全体的な推

進力という観点では、これらの標準化団体の役割と職責はそれぞれ異なる。マレーシア

において国際標準技術に対応する上で、これらの点は十分理解しなければならない。 
以下の図 3は、マレーシアで国際標準が適用された過程とマレーシアの標準作成を担当

する関連機関の全体像を示したものである。ネットワークインフラや IOT などの通信関

連のテーマについては、MCMC が ITU-T や ITU-R に関する標準の定義や提言を主導して

いる。 
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図 3：マレーシアの標準化制度の枠組み 

出典:https://www.mtsfb.org.my/malaysian-standardisation-system 
 

マレーシア通知マルチメディア省 
    通信マルチメディア省（Ministry of Communications and Multimedia; KKMM）（マレー

語表記：Kementerian Komunikasi dan Multimedia）は、通信、マルチメディア、放送、情

報、個人データ保護、特殊事項、メディア産業、映画産業、ドメイン名、郵便、宅配

便、モバイルサービス、固定サービス、ブロードバンド、デジタル署名、ユニバーサル

サービス、国際放送、コンテンツを担当するマレーシアの省である。 

通商産業省（MITI） 
    通商産業省（Ministry of International Trade and Industry; MITI）（マレー語表記：

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri）は、国際貿易、産業、投資、生産性、

中小企業、金融機関の発展、ハラール産業、自動車、鉄鋼、戦略的貿易を担当するマレ

ーシアの省である。 
    1956 年 4 月、商工業省（Ministry of Commerce and Industry）が設置され、庁舎はジャラ

ンラジャに置かれた。同省は 1972年 2月に通商産業省と改称された。1990年 10月 27日、

同省は通商産業省（MITI）と国内取引・消費者問題省（Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs; KPDN）に改編された。 
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マレーシア通信マルチメディア委員会（MCMC） 
1990 年代半ば、マレーシアでは集約的な通信マルチメディア新産業が誕生し、爆発的

に成長した。これに伴い、メディア政策とメディア規制で新たなアプローチを必要とす

る新たな理論的枠組みが、求められるようになった。これに沿って、マレーシアは 1998
年 11 月、通信マルチメディア産業に関して集約的な規制モデルを適用した。2 つの法律

が発効し、新規制モデルに効力を与えた。1998 年通信マルチメディア法は免許規制制度

を新設し、マレーシア通信マルチメディア委員会法（1998 年）は規制機関であるマレー

シア通信マルチメディア委員会（Malaysian Communications and Multimedia Commission; 
MCMC）を新設した。 

通信マルチメディア法（1998 年）は 1999 年 4 月 1 日に施行された。これに伴い、通信

法（1950 年）と放送法（1988 年）は廃止された。 
マレーシア通信マルチメディア委員会の創設に伴い、同委員会は 10 の国家政策目的を定

めた。 
 通信・マルチメディア情報、コンテンツサービスの世界の主要なセンター・ハブと

して、マレーシアを確立する 
 情報ベースのサービスが仕事や生活の質を継続的に向上させる基盤を提供する市民

社会を推進する 
 国家アイデンティティと世界の多様性を促進する現地の情報リソースと文化表象を

成長、育成する 
 エンドユーザの長期的メリットを調整する 
 業界のサービス提供に対する消費者の高い信頼感を促進する 
 ユビキタスな国家インフラ上で、手頃なサービスが公平に提供されるようにする 
 エンドユーザ向けの強固なアプリケーション環境を構築する 
 熟練労働力、資本、知識、国家資産などのリソースの効率的な配分を促進する 
 マレーシアの集約的な産業内で、能力とスキルの発展を促進する 
 情報のセキュリティ、ネットワークの信頼性と完全性を確保する 
上記の 10 の国家政策目的は、SKMM の規制枠組みの規制上の根拠である。経済的規制、

技術的規制、消費者保護、社会的規制を含む。2001 年 11 月 1 日、MCMC は 1991 年郵便

サービス法と 1997 年デジタル署名法の規制的機能も引き継いだ。 
MCMC は、マレーシア通信マルチメディア省の所管機関である。 

マレーシア技術標準化フォーラム（MTSFB） 
    マレーシアの技術基準は、MCMC のために、マレーシア技術標準化フォーラム

（ Malaysian Technical Standards Forum Bhd; MTSFB ）が作成している。 MTSFB
（655368-P）は、2004 年 6 月 8 日に設立された保証有限責任会社であり、2004 年 10 月 27
日、通信マルチメディア法（1998年 CMA）第 9章第 5編業界自主基準の第 94条（産業フ

ォーラム）と第 3 章第 7 編技術標準の第 184 条（技術標準化フォーラム）に基づき、マレ

ーシア通信マルチメディア委員会（MCMC）から技術標準化フォーラム（Technical 
Standards Forum; TSF）の指定を受けた。MTSFB は、ネットワーク設備、ネットワークサ

ービス、ネットワークアプリケーション事業者の相互運用性、安全性、運用に関する技
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術文書の策定をスタート、推進することにより、1998年 CMAの根幹を示す自主規制の国

家政策と国家目的を尊重するために設立された。MTSFB の目的は以下のとおりである。 
1. 業界利害関係者の間で協力的かつ貢献的な自主規制環境を構築し、ネットワーク

の相互運用性、安全性、運用に関する技術問題に対応する 
2. 業界メンバーの間で、この競争的な経済セクターで互恵を図るための協力を開始

し推進する 
3. 標準化のイニチアチブや活動への業界利害関係者の参加、特にそれぞれの技術責

任者や技術専門家による参加を推進し認識する 
4. 業界プレイヤーが関連する技術基準やマレーシア標準に準拠することを促進し監

督する 
5. 技術、標準、統一化の重要性、国造りや国際的な競争力との関係性について、利

害関係者の意識を啓発し促進する 
6. マレーシアのための特定の参加や開発における人的資源や財源の開発について、

友好的な連携と政府の支援を確保する 
7. 現地産業の技術専門家をつなぐ機関となり、知識の取得、先進的技術の検討と強

化を行い、マレーシアの人的資源と専門家の構築を支援する 
8. より幅広い露出や技術協力に向け、国の技術専門家や技術リーダーと関連国際機

関をつなぐ重要機関となる 

この業界では、先進国と開発途上国の間の標準策定に積極的な参加することは、対応

するべき重要テーマとして認識されている。ITUは、マレーシアなどの開発途上国が標準

化のギャップに関して解決するべき 3 つの根拠を決定している。 

 人的資源の不足 
 財源の不足 
 技術専門家の不足 

業界と国が標準の重要性と意義を認識したことに伴い、以下のとおり、ネットワーク

インフラ、ネットワークサービス事業者、ネットワーク端末機器製造業者の連携を図る

国家標準化制度で業界利害関係者を代表するものとして、マレーシア技術標準化フォー

ラム（MTSFB）が設立された。各標準化団体は監督責任を負い、共通通信システムを形

式化し、全産業部門にまたがるマレーシア国家標準に関する参加プロセスと策定プロセ

スを承認する。 

マレーシア標準局 
   マレーシア標準局は、通商産業省の政府機関である。マレーシア標準局（Standards 
Malaysia）は 1996 年 8 月 28 日、エネルギー・科学・技術・環境・気候変動省（Ministry 
of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change; MESTECC）の所管として

設立され、マレーシア標準（Malaysian Standards; MS）の策定と推進を担当する。 
国家標準化団体としてのマレーシア標準局は、国際標準化機構（International Organization 
for Standardization; ISO）と国際電気標準会議（International Electrotechnical Commission; IEC）
に加盟している。同局は国家標準化団体であり国家認証機関でもあり、国際的な競争力
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の確保に向け、信頼性のある標準化サービスや認証サービスを通じて、さまざまな利害

関係者に信用を付与している。 

 
図 4: 新標準策定のアプローチ 

出典：http://www.jsm.gov.my/ms-development-process#.XIoyUyj7Swd 

SIRIM Bhd 
マレーシア標準工業研究所（Standards and Industrial Research Institute of Malaysia; SIRIM）

は、マレーシアで最も優れた産業研究技術組織であり、Ministry of Finance Incorporated の

完全子会社である。SIRIM は 40 年を超える経験と専門性を有し、研究技術開発機関とし

て権限を付与されている。マレーシアの品質推進者でもある。 
SIRIM はマレーシアの民間セクターの発展で、常に主要な役割を果たしている。調査

や技術革新、業界の標準や品質において独自の優位性を活用して、あらゆる産業セクタ

ーのニーズに応える専門的なソリューションを提供し、中小企業にとって理想的な技術
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パートナーになっている。専門性とナレッジベースをうまく活用することにより、製造、

技術、サービスの各セクターで新技術開発や改良に注力し、事業実現と生活向上を図る。 
 

SIRIM は産業パートナーとともに、マレーシアの製品やサービスがその品質や革新性

を世界で正当に認められることを可能にしている。 
 
役割： 

 品質の推進者 
 国家の研究技術開発組織 
 技術移転のビークル 

機能： 
 公共と産業の福祉、健康、安全を向上させる 
 科学的産業研究を促進し実行する 

- 技術のプロセスと方法を改善する 
- 新規のプロセスと方法を発見する 
- マレーシア製品の活用を推進する 
- 海外で開発された技術をマレーシアで使用するために適用または応用する 

 産業拡張とコンサルティングサービスを提供し、業界の標準順守を支援する 
 

エネルギー市場における、エネルギー・科学・技術・環境・気

候変動省（MESTECC）とエネルギー委員会の大きな存在感 
 

エネルギー・科学・技術・環境・気候変動省（Ministry of Energy, Science, Technology, 
Environment and Climate Change; MESTECC）（マレー語表記：Kementerian Tenaga, Sains, 
Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim）は、持続可能なエネルギー、環境技術、水供

給、下水処理、再生可能エネルギー、水浄化、大気浄化、環境修復、廃棄物管理、eGain
予測、省エネルギー、持続可能なエンジニアリングを担当するマレーシアの省である 

2018 年の直近の総選挙後、大きな改編が行われた。科学技術イノベーション省

（Ministry of Science, Technology and Innovation; MOSTI）全体、エネルギー・環境技術・水

省（Ministry of Energy, Green Technology and Water; KeTTHA）のエネルギー・環境技術部

門、天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment; NRE）の環境管理・気

候変動局が、MESTECC に再編された。 
エネルギー委員会は、エネルギーセクター内の標準策定に責任を負う。 

エネルギー委員会は、エネルギー・科学・技術・環境・気候変動省（MESTECC）の所管

機関である。 
同委員会（マレー語表記：Suruhanjaya Tenaga; ST）は、2001 年エネルギー委員会法に

基づき設立された法定機関であり、マレーシア半島部とサバ州のエネルギーセクターの

規制、具体的には電力業界やガス供給業界の規制を担当する。 
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エネルギー委員会は電気・ガス供給局の役割を引き継ぎ、2002 年 1 月 1 日に業務を開

始した。同委員会は、信頼性のある電力とガスの供給、妥当なコスト、安全性に重点を

置いている。 
エネルギー委員会の役割は 3つに大別される。つまり、経済的規制、技術的規制、安全

規制である。 
経済的規制： 

電力の発電、送電、配電、供給、使用、ガスのパイプ網と使用において、経済性を推

進する。競争を促進する。公平かつ効率的な市場行動を実現する。電力業界とガス業界

における独占や市場支配力の悪用を防止する。 
技術的規制： 

電力業界とガス業界における、供給とサービスの安全性、信頼性、効率性、品質を確

保する。 
安全規制： 

電力の発電、送電、配電、供給、使用、ガスの配送、供給、使用から生ずる危険から、

産業、消費者、公共一般を、保護する。 

エネルギー評価ラベルの事例 
エネルギー効率ラベルは 2006 年に導入された。エネルギー効率ラベルは消費者に対し、

電化製品のエネルギー消費に関する情報を提供する。エネルギー評価ラベルは、エネル

ギー効率評価体系に基づき、各電子機器の推定エネルギー消費量を表示する。 
エネルギー効率ラベルは、エネルギー性能試験の標準と要件を順守した電化製品製造

者に対して、エネルギー委員会が発行する。エネルギー委員会の定めたスター評価を表

示する。 
 

 
図 5：エネルギー評価ラベル 
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   このラベルは、認知されたラボテストの結果に基づき、電力キロワット／時で各デバイ

スの年間推定エネルギー総消費量を表示している。表示された情報により、ユーザは機

器購入時に最もエネルギー効率のよいモデルを選択しやすくなる。エネルギー効率製品

は、エネルギー委員会の承認を受けたものである。エネルギー委員会によるエネルギー

スター評価承認を受ける電化製品は、以下のとおりである。 
 国内の冷蔵庫 
 国内の扇風機 
 テレビ 
 空調（壁取り付けスプリット形） 

5 つ星の製品を使用すると、家庭の電力消費と電気代は減少する。これが、可処分所得

を増加させ、特に長期的には生活の質を向上させる。 
 長期的に節減効果が高まる 
 発電の炭素フットプリントが低下する 
 効率の高い製品で生活の質が向上する 

Green Building Index（GBI）の事例 
エネルギー管理におけるマレーシアのエコシステムは基本的に、グリーンビルの取り

組みが中心である。さまざまな団体が、エネルギー効率の観点で商品等を開発すること

を検討している。マレーシアでは、インテリジェント／グリーンビルに関する規制は導

入されていない。Green Building Index（GBI）は、シンガポールなどの一部の隣接国では

推進されていない自主的措置である。この措置では、あらゆる新規ビルは「グリーン適

合」でなければならない。エンドユーザと環境配慮型／インテリジェント新規ビルに特

化したシステムインテグレータは、エネルギー消費のモニタリングと制御を簡単に行え

る新しい方法を特定することに関心を有している。 
意欲的なエネルギー管理政策の実施上、別の弱点として、エネルギー管理資源の教育

が挙げられる。登録電力技術管理者（Registered Electrical Engineering Managers; REEM）が

不足している。 

テナガ・ナショナル・ブルハド（TNB） 
テナガ・ナショナル・ブルハド（Tenaga Nasional Berhad; TNB）または単にテナガ・

ナショナルは、マレーシア半島部で唯一の電力会社であり、東南アジアで最大の上場電

力企業である。資産額は 990.3 億リンギットである。 
TNB の中核的活動は、発電、送電、配電に関する活動である。その他の活動は、発電所

の修理、試験、保守、発電所関連製品に対するエンジニアリング、調達、コンサルティ

ングのサービス提供、高圧スイッチギヤの製造、石炭採掘、取引などである。マレーシ

ア、モーリシャス、パキスタン、インド、インドネシアで業務を実施している。 
近年は、あらゆる利害関係者への付加価値を模索するなかで、再生可能エネルギー、

その他の環境イニシアティブ、社会的イニシアティブを通じ、持続可能性のアジェンダ

にも着手している。これらの活動は TNB の今後につながるだけでなく、長期的な事業成

長継続にもつながると、TNB は考えている。 
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TNB は 69 年間存続し、マレーシア半島部、サバ州、ラブアン島全体にプレゼンスを有

するマレーシアの主要電力企業であることを誇りに思っている。マレーシアの人口 3,170
万人の大半が、同社の住居用顧客である。現在の TNB の顧客層は、マレーシアで 920 万

である。同社の顧客は主に、商業用顧客、産業用顧客、住居用顧客からなる。 
産業用顧客は、財・サービスの製造に従事している。同社顧客では最小のセグメント

ではあるが、電力売上高の大半を占める。 
商業用顧客は、電力売上高で第 2位の割合を占め、経済を牽引する事業活動や商業活動

を行っている。 

供給側の事例：テナガ・ナショナル・ブルハド（TNB） 
TNB の国内グリッドは、北部はタイと、南部はシンガポールと連系している。TNB は、

発電容量 12GW、配電変電所 74,417 か所、配電線 120 万キロを運用し、920 万の顧客にサ

ービスを提供している。[1] 
TNB は、旧式の配電管理システム（SCADA／DMS）を先進的な配電管理システム

（SCADA／ADMS）に置き換えたいと考えている。 
スマート電力計については、過去 7～8 年間議論している。近年でも導入は限定的であ

る。同様に、テナガで SCADA／ADMS を導入することが、DNV-GL から発表されている

（出所：DNV GL の発表によると、SCADA／ADMS 導入プロジェクト全体で TNB に指針

を提示するにあたり、旧式の配電管理システムを先進的なものに交換するために全面的

なコンサルティングを行う予定である）。 
 

需要側の事例：テナガ・ナショナル・ブルハド（TNB） 
テナガがエネルギー効率的な行動様式の適用を進める措置を導入する意欲について、

さまざまな見解が取り沙汰されている。（現在の見通しでは 2025 年まで）電力余剰の状

況であるためエネルギー節減プログラム実施には意欲的ではないとして、テナガにはエ

ネルギー効率化政策を実施するインセンティブはないとする意見がある。加えて、テナ

ガは、エネルギー消費者への売却価格を本当にコントロールしているわけではないため

（価格は政府介入により大幅に規制されている）、電力消費量が減ると自動的に同社の

収益も減少すると認識されている。さらに、テナガは、エネルギー小売部門では何らの

競争にも直面していないことから、供給側のエネルギー節減プロジェクトを提供するイ

ンセンティブは限定的である。つまり、ここ数年で大幅な変化はないと考える現実的な

理由が存在する。 

エネルギー委員会と TNB の関係 
 エネルギー委員会は、マレーシアの電力業界とガス供給業界に関して、規制と標準を

設計する責任も負う。規制と策定済みの標準は TNB が実施することになる。TNB が、家

庭や建築物に電力接続を提供するまえに、すべての電化製品が、エネルギー委員会の定

める電子機器承認の規制（1994 年の電力規制）をクリアしていなければならない。詳細

な情報については、添付資料を参照されたい。今までのところ、本文書は、エネルギー
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委員会内で取得できる、電力規制に関して入手可能な標準文書である。本文書では、各

マレーシア標準が国際標準から派生したものであり、一部の機器ではマレーシア標準が

存在しない。 
 

上記の所見や、マレーシアの標準を牽引する複数の個人との議論に基づき、マレーシ

アは、国際的かつオープンな標準を適用する予定である。 
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第 2 章：マレーシア利害関係者の国際標準参加への

関心と能力に関する概要 

   マレーシア利害関係者の国際標準参加に対する関心と能力を把握することを目的として、

2018 年から 2019 年にかけて、以下の専門家に対するインタビュー調査を実施した。 
次の３つは、マレーシアにおけるエネルギー管理基準のデマンドサイトマネージメン

ト（DSM）に関する重要な質問である。 
 
（質問１） 
DSM の国際標準を支持するか？ 
― 答えは、はい・いいえ／定かではないのどれか。 
 
（質問２） 
DSM のオープン標準または、私有のものを支持するか？ 
― 答えは、はい・いいえ／定かではないのどれか。 
 
（質問３） 
DSM のオープン標準または、私有のものはマレーシアにあるか？ 
― 答えは、はい・いいえ／定かではないのどれか。 

 
上記の質問に対する回答者は 20 人。以下は質問のマトリックスである。 
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図 6：回答者のマトリックス 

 
一般的に、マレーシアの組織は国際標準を強く支持する。90%の回答者（20 人中 18 人）

が国際標準を支持している（図７参照）。これら 18 人のうち 90%（18 人中 16 人）が国

際的なオープン標準を支持している。残りは、私有のものを支持する、もしくは、これ

らの基準がマレーシアにあるかどうかを知らない。これらの標準がマレーシアに存在し

ない場合、同国のプレイヤーは何らかの外部の支援を求めることを躊躇しない。標準そ

のものだけでなく、標準を超えて形成される「コミュニティ」、つまり例えば、開発者

を支援するために構築される環境（ソフトウェアやアプリケーション）も重視されてい

る。 
以下は、調査中に行われたインタビューの詳細である。 
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マレーシア政府機関のおよび NGO 事例 

MIMOS:主任研究員 

「オープン性と相互運用性が重要である。私の考えでは、オープン標準のみを
利用するべきである。標準化されたインターフェースのみが、業界全体を連携
させることができるためである。」 

 
マレーシア・マイクロエレクトロニクス・システム研究所（Malaysian Institute of Micro 

electronics Systems; MIMOS）は技術開発機関であり、現在はインダストリー4.0 と IOT に

注力している。マレーシアの中小企業に利益をもたらすことを目的とした技術／アプリ

ケーションそのものを、いくつか開発している。 
MIMOS の考えでは、より活気あふれる環境を構築する上で、マインドセットの進化が

マレーシアにとって有益である。また、マレーシア人に対してしっかりした基盤の構築

と革新、この基盤上でのリスクテイクを促す教育シラバスと内容を構築することが、間

違いなく望ましいとのことであった。 
 
MCMC／MTFSB：IOT タスクフォースの議長 

「我々は国際標準のみを使用している。また、国際標準1-4543-4-3を用いたエネ
ルギー管理に関して、日本のカウンターパートの支援を受けながら標準を定義
する機会を歓迎する。」 

 
マレーシア技術標準化フォーラム（Malaysian Technical Standards Forum Bhd; MTSFB）

の主要な役割は、マレーシア通信マルチメディア委員会（Malaysian Communications and 
Multimedia Commission; MCMC）の規制目的のための技術基準の策定、勧告、改定、更新、

マレーシアの固定ネットワーク事業者と無線ネットワーク事業者の双方とその他の利害

関係者を対象に、マレーシア標準工業研究所（Standards and Industrial Research Institute of 
Malaysia; SIRIM）を通じて DSM が公開する関連マレーシア標準の策定、勧告、改定、更

新である。 
これは、重点テーマに関する作業部会（WG）の設立により達成される。WG は、製造

者、ベンダー、流通者、標準化団体（Standards Development Organisation; SDO）、学会関

係者、サービス事業者、その他の利害関係者のメンバーにより構成される。 
MCMC／MTFSB の IOT 作業部会は、ITU-T 国際標準の適用に注力している。SIRIM

（以下参照）は、ISO/IEC 国際標準の適用にさらに力を注いでいる。 
タスクフォース議長のインタビュー後、我々のグループは 2月 21日に MCMCの IOT作

業部会の分科会に参加し、国際標準 ISO/IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) に基づきエネルギ

ー管理システムを定義することのメリットを提示した。提案は好評であった。 
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人的資源開発基金（HRDF）：ディレクター 

「我々は、多様な産業のマレーシア人労働者のためになる教育プログラムを構
築することと Win-Win アプローチのために日本と協力することに、関心を有し
ている。」 

 
過去 26 年間における人的資源開発基金（Human Resources Development Fund; HRDF）の

主要な目的は、マレーシア産業とその労働力のために知識を拡大することである。現在、

HRDF は 63 のサブグループで構成される。 
HRDF は、教育プログラムを協力して構築することに対し、オープンである。 
 

PIKOM：理事会メンバー 

「グリーンテックや太陽光などの再生可能エネルギーの開発は、マレーシアと
日本の間の重点協力分野のひとつであるべきだ。ナレッジベースの社会、生産
性を牽引し、雇用を成長させる支援は、常に好意的に受け止められる」 

 
PIKOM は、マレーシア ICT 産業の代弁者である。PIKOM の会員企業全体で、50 万人

が雇用されている。また、マレーシアの GDP の 15%～20%を占めると言われている。

PIKOM は IOT やエネルギー管理に直接意見する役割を有していないが、技術とエネルギ

ー、再生可能エネルギー、スマートシティ、スマートホームをつなぐという点では、重

要な利害関係者である。 
PIKOM はこれらのセクターで協力を深めたい意向であり、日本はマレーシアに大いに

貢献する可能性があると考えている。例えば、再生可能エネルギー、ロボティクスなど

が候補として挙げられた。 
マレーシアの大学とのパートナーシップやこれらの大学への投資も、この協力を成功

させる上で重要であると強調された。 
最後に、マレーシアのペナンで 2020 年 10 月に世界情報技術産業会議（World Congress 

on Information Technologies; WCIT）が開催されると案内された。マレーシアの観点から、

今後 18 か月の日本／マレーシアの協力の進展を確認する上で、これは理想的なフォーラ

ムであるとのことだった。関心のある分野のひとつは、サイバーセキュリティである。 
 

エネルギー委員会：長官 

「我々はエネルギー省の諮問機関として行動する。新大臣は国際慣行に精通し
ている。彼はエネルギー部門のチームに、国際的な状況、特に再生可能エネル
ギーの分野で何が行われたのかを調査するように求めている。」 

 
 エネルギー委員会は、本質的には諮問機関であり、これがエネルギー委員会の推薦で

あるかどうかに関わらず最終決定権を持つ新エネルギー省に仕えている。 
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 最近の対応した課題： 
・ 規格が異なる太陽電池パネルの設置の増加 
・ TNB からさまざまな種類の契約および購買関税を受けた独立系発電会社の契約の

見直し 
・ 輸送および流通ネットワークを含む TNB 投資計画の見直し 
・ 国内競争力/生産性の手段として関税引き下げを継続するための考えられる方向性

（マレーシアの金利は他の ASEAN 市場と比較してかなり競争的だが） 
・ （“使う時”の導入に備えて）より柔軟な関税率の導入による影響（技術的、ビ

ジネスモデル、関税および価格弾力性） 
  
 また、いくつかのよりグローバルな目的をサポートすることができる 14543-4-3 などの

IEC 規格の導入を検討する機会を提示した。このトピックに関するやり取りや協同を確立

する機会は、議論中に見直すことができなかった。 
 

民間セクターの事例 

日系企業 A：事業改善責任者 

「購入者に選択肢がもたらされることから、オープンプロトコルが必要である。
これは今後の要である。」 

 
エネルギー節減は今のところ、新規建設開発者にとって、優先度は高くない。Green 

Building Index（省エネルギー勧告の準拠レベルをランク付けする基準）は、自主適用に

とどまっている。 

日系企業 A：研究開発責任者 

「標準だけでなく、教育や文書へのアクセスなど、開発者に関して構築される
『コミュニティ』を重視している。支援が必要だ。」 

 
現在のシナリオでは、エンジニアにとっては、ECHONET Lite のインターフェースを開

発するより、Alexa のインターフェースを開発するほうが簡単なようだ。なぜだろうか。

マレーシアは、ECHONET Lite のエンジニア能力や開発能力に関して、意識啓発教育を提

供していない。メリットを描く再販売者の教育は、まったくない。 
ECHONET Lite に関しては、マレーシアの日系製造者の間で興味深いアライアンスもシ

ンジケートも存在していないことは、留意するべきである。三菱、パナソニック、ダイ

キンなどは空調機器製造に携わっているが、例えば「マレーシアエネルギーラベリング」

に関して、意見すり合わせのための打ち合わせはわずか 1 回しか行われていない。例え

ば、ECHONET Lite の推進について利害を共有していない。 
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 A 社は、マレーシア向けの ECHONET Lite 製品を開発するスキルを有していない（EL
仕様書を使用するためのトレーニング／教育が不足している）。仕様書が実際に英語化

された際、ECHONET Lite と通信するインターフェースや API の開発文書を理解している

者が誰もいないと聞いている。 
 

問題は、標準があまり認識されていないことである。エンドユーザや一定の開発者は、

「導入や展開がしやすいもの」を求めるものだ。エンドユーザは標準のことは気にして

いない。使いやすいものが欲しいし、スマートフォンやホームデバイスを通じて、デバ

イス（Alexa／AWS、Google Home）に話しかけたい。 
標準だけでなく、開発者を中心に構築された「コミュニティ」が重要である。A社の開

発チームは、マレーシアで極めて優れたECHONET Lite の支援者であるにもかかわらず、

AWS や Google のインターフェースを開発しているのが現状である。 

マレーシア企業 B（通信サービス事業者）： 

「国際標準は、実施するあらゆることに不可欠である。セキュリティとこの観
点に関するベンダーのライフタイムの責任は、オープンな世界では重要な懸念
事項である。」 

 
B社は、さらなる収益の出現とネットワークセキュリティを支えるネットワーク技術に

注力している。今のところ、IOT は、基本的に現段階で Sim カードや e-Sim カードに必要

な M2M アプリケーションのことである。現段階では、すでに導入済みのフリート追跡を

除き、多額の収益を牽引する大規模なユースケースにはなっていない。現段階では、エ

ネルギー管理市場に参入する戦略的意思はない。 
B社の見解では、IOTは、ネットワークの観点で NB-IoTと 5Gを使用する予定である。

B社は IOT実証センターを開設し、新たなアプリケーションを試している。だが、現段階

では、法人顧客に提案できるユースケースに基本的に注力したいと考えている。B社は、

MCMC の IOT 作業部会にも参加し、セキュリティは IOT 標準に関して引き続きあらゆる

勧告の中心であることを確認している。 

マレーシア企業 C（通信サービス事業者）：IOT 事業責任者 
 

「オープンでなければならない! 国際標準は唯一の道である。適切な事業モデ
ルを開発するために、私は技術チームに対し、標準1-4543-4-3の適用可能性を調
査するよう求めている。」 

 
C 社は大企業傘下の IOT 企業であり、各国の子会社を運営し、MCMC IOT 作業部会の

メンバーである。C社は独自の IOTプラットフォーム構築と独自のソフトウェア開発を行

い、農業（プランテーション）や運輸向けに開発済みのアプリケーション上の IOT ソリ

ューションを拡大している。 
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C社は、さらなるソリューションやさらなるエコシステムパートナーを求めている。エ

ネルギーセクターでは、TNB に対する SIM カード販売に加えて、スマートメーターの一

部のソリューションを、テナントに個別請求するための方法を探している民間の顧客に

提供しはじめている。 
 

注：TNB は、マレーシア半島部の電力の配電と小売を独占している。この理由から、

エンドユーザや商業事業との交流で良好な実績を有するサービス事業者は、参加を阻止

されている。このように競争がないことは、制限要因として感じられる。類似点として、

日本の電力セクターの改革後、小売事業者 1社が先述のような地域独占をしていた時代と

は対照的に、現在は 300 以上のエネルギー小売事業者が市場競争している。これは実際

に、サービスの品質に影響を与えずに、エンドユーザのためになる市場競争を後押しし

ている（例えば、東京電力のエンドユーザ当たりのサービス停止は世界で最低である）。 
この記述は、C 社のようなサービス事業者に当てはまるが、Yes／YTL などのその他の

サービス事業者の加入者、不動産プログラム、産業サイトについては、さらに当てはま

る可能性がある。 
 

議論についての非常に興味深い別の側面は、大学との提携拡大への関心である。イン

ドネシアでは、大学を自由に使えるプラットフォームが導入されており、マレーシアで

も同様の計画が進められている。MUST は、ITU/UN IPv6/IOT のセンターの指定大学であ

る。このため、C社はは学生向けに IOTプラットフォームを拡大してプロジェクトに取り

組むことにより、MUST と連携したいと考えている。 

マレーシア新興企業 D：CEO  

「国際標準を全面支持する。私たちの IoT体験センターを生きたラボとして提供
し、ECHONET Lite の正式統合をテストしたいと考えている。また、私たちの主
要顧客層である実際の不動産開発コミュニティに対し、紹介したいと考えてい
る。その後、ECHONET Lite のエネルギー管理プラットフォームを紹介するため
に、PoC/MVP のベースとして TPM を使用したいと考えている。」 

 
D社はマレーシアの住宅環境やオフィス環境内で IOTを導入するため、マレーシアの住

宅事業者や建設事業者と緊密に連携している。D社は、テクノロジーパーク・マレーシア

（Technology Park Malaysia; TPM）に展示センターを設置している。ここでは、Google、
Alexa、Xiaomi など、さまざまなベンダーのデバイスを使って、住環境でさまざまな IOT
デバイスを実証している。この展示センターの見学者は、IOTデバイスの実際の動作を目

にすることができる。例えば、IOTで施錠したり、テレビ、証明、エアコンやカメラを動

作させたりできる。 
D社は、展示センター的な環境でさまざまな装置に話しかけられる独自のハブを開発し

ている。独自のハブを開発し、現地に製造委託している。このハブは、Zigbee、Wi-Fi、
Bluetooth などのさまざまな通信プロトコルを使用して接続できる。アイコンのみであら

ゆるこれらのデバイスを制御できるアンドロイドタブレット用グラフィックアプリケー
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ションを開発済みである。このアプリケーションはエネルギー使用量に関する統計デー

タを提供することができる。 
D社はマレーシアで、マレーシアの住宅事業者や建設事業者とのスマートなパートナー

シップにより IOT を推進している。マレーシア不動産開発協会（Real Estate & Housing 
Developers' Association; REHDA）が企画したワークショップやセミナーを通じて、IOT 技

術を促進している。マレーシアの現地の住宅事業者や建設事業者と協力して、ユニーク

な提案として、IOTを導入したスマートホームを実現している。このような最新技術の提

案で、新規の住宅や建物を購入する消費者を引き付けている。 
D社の最大の課題は、あらゆる家電機器を単一のプラットフォーム内で接続することで

ある。さまざまな IOT デバイスが異なるプロトコルを使用しているため、生活環境でこ

れらを統合することは非常に難しい仕事である。さまざまな技術を使用してこれらのデ

バイスを相互接続しようとしているが、より優れたエンドユーザ体験をもたらす上で、

完璧に機能させるという課題が常に存在する。 
 ISO/IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite)は国際規格であることから、D 社はゲートウェイと

サービスを開発するために ISO/IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) に取り組むことに非常に熱

心である。D社は、自らの現在のニーズに対応するという観点で、この標準に大きな価値

があると信じている。D社は現在、ホテルが公共料金を節約し、ホテルの宿泊客にとって

もより良い体験を提供できるように、ホテルがエアコンの使用状況を監視および管理す

るというプロジェクトに取り組んでいる。D 社は、ISO/IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) に
対応したデバイスを求めている。対応デバイスを使えば統合が簡単に行えるからである。 

CEO は MTSFB の IOT 作業部会の会合後、すでにエンジニアリングチームに対し、

ISO/IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) を調査すること、現在の環境でこれらの標準をどのよ

うに導入できるか評価することを指示している。 

新興企業 E：CTO 

「我々は、国際標準を全面的に支持する。我々は、新たな産業部門に関心を有
する IOT 開発者に対し、我々の IoT プラットフォームを提供する」 

 
E社は、ホスティングのことを懸念せずに垂直的な IOTアプリケーションを構築したい

と考える開発者に、モノのインターネット（Internet of Things; IoT）プロジェクト用に特

別設計した IOT プラットフォームを提供している。 
E 社は、エネルギー管理は優れたテーマであると考えている。最初の概念実証の候補と

して、大病院とのパイロットプロジェクトに言及していた。MCMC の作業部会で承認さ

れれば、マレーシア側から一部資金拠出を得られる可能性がある。E 社は、日本における

同様の実施事例が提供されれば、資金調達プロセスがスピードアップするだろうと示唆

している。 
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新興企業 F：CEO 

「マレーシア政府が IR4.0 に関する国家政策を公表した後、現在のマレーシアで
は IOT のトレーニングが強力に推進されている。トレーニング資金の大半は、
HRDF から拠出されると思われる。HRDF は、IR4.0 に沿ったトレーニングプロ
グラムを求めている。」 

「ECHONET Lite という実績のあるプラットフォームに基づき、より多くの IOT
トレーニングプログラムを導入することに関して、エコーネットコンソーシア
ムと日本政府の参加を歓迎する。」 

 
 F 社は、クアラルンプールを拠点とし、地域で技術トレーニングを提供している。IPv6
グローバルフォーラム認定の IPv6 トレーニング、IOT トレーニング、サイバーセキュリ

ティトレーニングなど、さまざまな技術系トレーニングを提供している。 
 現在の認定 IOT トレーニングは、ECHONET Lite のプラットフォームに基づくものであ

る。F 社は、IOT のトレーニングプログラムを増やしたいと考えており、エコーネットコ

ンソーシアムがより多くの新規プログラムの導入に関与することを歓迎している。 

教育機関の事例 

MUST：大学の学長 

「進歩的な大学として、科学技術の適用という観点から、我々は常に、業界
で必要とされる最新の最先端技術を私たちのプログラムの中で採用すること
を推進する。」 

「我々は常に学生に対して、国際標準を学んでほしいと考えている。国際標
準を学ぶことで、国際市場での雇用可能性が高まるためだ。最新の技術変化
を取り入れるため、大学のプログラムの見直しを常に行っている。」 

 
 マレーシア大学の経営陣は常に、産業の要求事項に対応する新規のアイディアや技術

を歓迎している。オープンで、時にはテスト済みであったり幅広く導入済みであったり

する国際標準の適用について、学生に準備させている。 

MUST：エネルギー・環境プログラム責任者 

「検査機関として、規制は不可欠なものであり、国際標準は唯一の選択肢であ
る。エネルギー節減に関する意識向上プログラムを構築することは、非常に重
要である。この要素は、エネルギー環境政策にないためだ。」 
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国際標準は唯一実行可能な選択肢である。マレーシアの一部の大学（Taylor）はすでに、

グリーンキャンパスのガイドラインを実施している。受動的なシステムと能動的なシス

テムを実施しなければならない。エネルギー・環境部の責任者はすでに、エネルギーに

対する意識やエネルギー節減に対する意識の観点で、興味深い数値を取りまとめている。

若く国際的な学生のような教養のあるコミュニティの間でも、これらへの関心は非常に

低い。 
同様に、再生可能エネルギー（パーム油、太陽光電池など）の影響や電力網に対する

再生可能エネルギーの影響に関する研究が、いくつか実施されている。 
 

ITU／MUST Centre of Competence：プログラム責任者 

「我々は、スマートヘルス、スマートホーム、インダストリー4.0 など、さまざ
まな垂直分野で、国際標準に準拠したソリューションを求めている。」 

 
 新設された Center of Competence は、ISO / IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) やその他のエ

ネルギー管理システムに関するノウハウや支援教育を提示するのに理想的な場であると

思われる。日本のエコシステムとより緊密な関係を築くための扉が開かれている。 

Taylor University：IOT プログラム責任者 

「あらゆる IOT デバイスの接続に必要な現在のエネルギーエコシステムを補完
するにあたり、オープン標準の導入は究極の戦略である。技術進歩の推進や特
に品質維持のための標準導入に変化をもたらすには、規制機関による教育と執
行は不可欠である。」 

 
同大学が抱えるより大きな課題は、クローズドな標準とオープンな標準のいずれを推

進し適用するか、ということである。クローズドな標準を推進する場合、学生は他の標

準を学ぶ機会を持つと思われる。このため、同大学にとっては、学生の教育上、オープ

ンな標準が理想的なシナリオである。マレーシア国内での導入を拡大するため、エネル

ギー管理の新標準を同大学に導入することは不可欠であり、この新標準を実行すること

は、技術のロールアウトを成功させるために不可避である。同大学はすでに、グリーン

キャンパスのガイドラインを実施している。 

USM：IOT セキュリティプログラム責任者 

「閉鎖的なシステムは、オープンなシステムに比べ、セキュリティで優れてい
る。だが、オープンなシステムで強固なセキュリティ要素が実現した場合、オ
ープン標準で進行する選択肢は、間違いなく実装上好まれる。オープンシステ
ムは、相互運用性の観点で柔軟であるためだ。」 
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同大学は現在、セキュリティを重視したさまざまな IOT のワークショップを実施して

いる。インダストリー4.0 の実施に沿って、製造をデジタル化する複数のパイロットプロ

ジェクトにも関与している。クライアントは、Western Digital、Inari Amerton などである。

同大学は幅広い導入の一環として、セキュリティ要素の観点で ISO / IEC 14543-4-3 
(ECHONET Lite) のストレステストに参加することに関心を持っている。また、ISO / IEC 
14543-4-3 (ECHONET Lite) のテストセンターになる予定である。 
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第 3 章：国際標準に準拠した、日本からマレーシア

への技術・ノウハウ移転に関するシナリオ 

TEPCO - SCADA における TNB のシナリオ 
 この調査では、IEC 規格に準拠した SCADA のマレーシア導入についてシミュレーシ

ョンを行った。強調すべき点は、TNB はアジア地域で長期間、東京電力（Tokyo Electric 
Power Company; TEPCO）の子会社（Tokyo Electric Power Services; TEPSCO）と積極的に

協力し、当時の TNB の経営陣はこの協力に最高に満足していたことである（1990 年～

2010 年）。関係構築の成功事例と考えている。 

ISO/IEC 技術に準拠した SCADA 
国内電力会社は、SCADA システムの個別問題解決アプローチに関する新世代のノウハ

ウを開発している（2011 年 3 月以降、さらにペースを迅速化させている）。 
これらのノウハウは、技術ベンダー主導のアプローチではなく、運用者主導のアプロ

ーチとして開発されたものであり、市場が求める国際標準、レジリエンス、柔軟性やコ

スト効率性を念頭に置いた標準化技術に準拠している。 
この変革的な動きは、トレーニングプログラムや認証プログラムを通じて定期的に強

化されるシステム運用者のスキルを基盤としている（これらのプログラムは、外部への

移転性に優れている）。 
同システムにおいて、国際標準の活用は重要な基盤である。これが国内電力会社にお

ける新アプローチの要である。例えば、データベース（DBMS）の設計は、エネルギー管

理（IEC-61970）と配電管理（IEC-61968）の両方の共通情報モデル（Common Information 
Model; CIM）を組み込んでいる。CIM を組み込んで DBMS を設計することにより、当該

システムはシステム進化／交換期に、データベースのコンバージョンコストを大幅に削

減している。データベースを維持したまま、アプリケーション更新を可能にしている。 
このアプローチは、「従来の」SCADA 要素に加えて、AMI、NMS、事業システムなど

の隣接システムの両方を中心に据えている。 
 
 本調査における限られた情報の中での結論では、日本版SCADAは移転可能なノウハウ群

を作り込んでおり、これらのノウハウはマレーシア国内電力会社やマレーシア東部のそ

の他電力企業の SCADA の進化に直接のメリットをもたらす可能性がある。 
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ECHONET Lite - メーターの新規導入シナリオ 
この調査では、SCADA の事例と同様、マレーシア市場へのスマートメーター導入に

ついてシミュレーションを行った。 
国際標準順守の観点で、インタビュー対象者は、電力企業向けのシステムとしてはな

く IoT システムとしての ISO / IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) を活用した、国全体にメー

ターを普及させるプロセスに強い関心を示している。 

日本の事例における政府関与から得られた教訓 
 国家戦略としてのオープンデータポリシー 
 日本では、2016 年に官民データ活用推進基本法が制定されて以降、国や地方自治体は

オープンデータポリシーに対応している。国民の参加や官民の協力でオープンデータを

促進することにより、さまざまな問題の解決、経済の活性化、行政の高度化や最適化が

期待された。 

 2016 年 4 月、電力市場にスマート電力量メーターが登場した。スマート電力量メータ

ーは、政府主導のオープンデータスキームのなかでも、最も初期のイニシアティブのひ

とつであった。市場原理に基づく電力市場と電力制度が可能になった。この分野では地

域独占が認められてきた事実があるため、政府の規制がすでに存在していた。スマート

メーターの導入により、需要家、発電事業者や電力供給事業者、その他の事業者は、こ

れまで総合電力企業1が独占してきた需要家の電力利用データにアクセス、活用できるよ

うになった。 
 この背景において、日本におけるスマート電力量メーターの全国普及は、新規に設計

されたオープンデータポリシーがシステムに変換され社会に導入されたプロジェクトと

して定義し得る。 
日本で省エネ・低炭素社会を実現していくためには、需要家が自らのエネルギー情報

を把握、利用することで、省エネ意識を高め、各々の行動変化を促すことが重要である

ことは、長きにわたり議論されてきた。 

 
 オープンデータポリシーを支えるスマート電力量メーターの全国普及 

提供されたエネルギー使用情報を活用した新サービスの創出による国民の生活の質の

向上や、関連産業の創出による経済の活性化が期待されることを背景に、経済産業省は

2010 年 5 月、スマートメーター制度検討会を発足させた。2011 年 2 月には、スマートメ

ーターに関する基本要件、導入に向けた課題、今後の対応が取りまとめられた。 
この報告書には、「『費用対効果等を十分考慮しつつ、2020 年代の可能な限り早い時

期に、原則全ての需要家にスマートメーターの導入』が実現されるよう、官民一体とな

って取り組んでいくことが期待される」ことが明記された。 
 他方、2011 年に日本で発生した大災害である東日本大震災は、多数の人命を奪い、福

島第一原子力発電所の事故を発生させた。広域で長期にわたり、大規模な停電が続い

                                                 
 
 
1 一般需要に対応する電力小売事業者を指す。日本では、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関

西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の 10 社が該当する。 
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た。電力供給不足により、省エネルギーの重要性に対する利用者の社会的認識が浮き彫

りになった。 
 2014 年 2 月に政府が発行したエネルギー基本計画で、「2020 年代早期に、スマートメ

ーターを全世帯・全事業所に導入するとともに、電力システム改革による小売事業の自

由化によって、より効果のある多様な電気料金設定が行われることで、ピーク時間帯の

電力需要を有意に抑制することが可能となる環境を実現する」ことが明記された。この

新制度に対応するため、電力企業は 2014 年から 10 年以内に、電力を使用する全国 8,200
万軒すべて（家庭、ビル、店舗を含む）にスマート電力量メーターを設置することを決

定した。 

 

日本のスマートメーターの技術仕様には、独特の特徴がある。スマートメーターと呼

ばれるセンサー装置に、インターフェースが 2 つあることである（A ルート：電力会社

等が設定するインターネット経由の通信ネットワーク、B ルート：メーターから直接情

報取得可能）2。 
 
 A ルートと B ルートなどの現地の要求と ISO/IEC 規格の認証の両立 
 政府の規制に従い、日本のスマート電力量メーターは、電力利用量の自動測定と測定

データの自動伝送に対応する。加えて、日本で使用されるメーターは、2 つの別の伝送ル

ート（A ルートと B ルート）を搭載しなければならない。 
 A ルートは送配電事業者用のもので、30 分ごとの電力利用量を 1 時間以内に送信す

る。 
 B ルートは需要家用のものであり、住宅や店舗に設置された住宅用エネルギー管理シ

ステム（Home Energy Management System; HEMS）制御装置と呼ばれる機器を経由して、

リアルタイムで電力利用データを取得する。B ルートの通信システム（メーターと

HEMS の間）は、政府主導のスマートハウス標準化検討会で議論された。スマートメー

                                                 
 
 
2 出典：スマートメーター制度検討会報告書（2011 年 2 月）
http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004668/report_001_01_00.pdf 

表 1：各年度末のスマートメーター導入台数（2015 年 10 月時点） 
（メーター設置台数（～2014 年度） ・メーター設置予定台数（2015 年度～）） 

出典：総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会が
作成した参考資料（2015 年 10 月 27 日開催）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
北海道電力 38 53 48 49 51 51 52 56 57
東北電力 8 69 84 82 81 80 78 73 73 72
東京電力 150 360 570 570 570 330 330
中部電力 1 102 146 144 142 139 139 142 139
北陸電力 15 25 25 23 22 22 19 18 16
関西電力 154 170 170 170 150* 130* 130* 120* 110*
中国電力 25 56 61 61 61 61 61 61 61
四国電力 1 15 28 31 31 31 32 32 32 32
九州電力 80 85 85 109 101* 100* 89* 79*
沖縄電力 1 10 10 10 9 9 9 9 9 9

合計 314 795 1222 1226 1202 962 953 608 587 326 9
注*：記載導入台数のほかに検定有効期間満了に伴うスマートメーターからスマートメーターへの取替が発生

単位： （10,000台）
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ター制度検討会は結論として、製造者独自のシステムではなく、ISO/IEC 14543-4-3 
(ECHONET Lite) を活用することを決定した。 

 
 ISO/IEC 規格を端緒とする新事業への政府支援 
 ECHONET Lite は政府の支援のもと、空調、照明機器、再生可能エネルギー装置や電気

自動車向けに今後普及が見込まれる充電器にすでに搭載されている。このため、

ECHONET Lite をスマートメーターに適用することは、家庭電化製品と同様に家庭や店舗

でスマートメーターでの伝送が可能であることと同義である。 
 B ルート提供対象項目のうち、電力会社等の料金算定に用いられる項目（「積算電力

量」「時刻」）の情報については、電力会社等と同じく取引証明活動に使用できること

も決定された。2016 年 3 月に開催された委員会の場で、B ルートから得られる電力等使

用情報を用いた取引証明活動に関しては、計量法の検定を受けたメーターから得られる

デジタルデータであり、A ルートで取得した情報と変わりないことから、当該データを

用いてこれらの活動を行うことに、計量法上の問題はないと決定された。 
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図 7：スマートメーターと関連システムの全体イメージ 
出典：梅嶋真樹ら（2014 年）「ECHONET Lite による需要サイドのエネルギー管理 – 家庭用電化機器

向けの IP ベースかつ IEC のオープン標準化インターフェース」W3C Workshop on the Web of Things 

Enablers and services for an open Web of Devices、2014 年 6 月 24 日、25 日 ドイツ・ベルリン 

 スマートメーターの役割は政府で明確に定義された。2015 年 10 月、総合資源エネルギ

ー調査会の電力・ガス事業分科会が開催された。「スマートメーターは、通信機能を搭

載した新たな種類の電力メーターであり、遠隔操作による検針や、サービスの開始・停

止を行える。スマートメーターの役割は、小売市場完全自由化後、さまざまな時間帯別

料金など、多様な料金設定を提供する基盤となることである」 

日本の事例における新興ビジネスから得られた教訓 
 新規プラットフォーマーによるエネルギー利用データの提供 
 このようなシステム改革は、新規のプラットフォーム事業者には追い風となった。こ

れらの事業者は、需要家から直接電力利用データを収集し、このデータを、データ分析

に基づく新サービス立ち上げを模索する事業者に提供している。 

図 8：日本のスマートメーターのプロトコル[B ルート] 

2016 年、大手インターネットサービス事業者のインターネットイニシアティブ

（Internet Initiative Japan; IIJ）は、インターネット経由で個人の電力利用データを収集し
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提供販売する新規事業をスタートさせた。IIJ は、日本で初めてインターネットの商用化

を目的として 1992 年に設立された会社であり、「日本のインターネットの歴史は、私達

が創り、ともに歩んできた歴史である」と謳っている3。2017 年 3 月現在の総売上高は

1,578 億円で、日本のインターネットを支える企業であり、日本最大規模のバックボーン

ネットワークを運用している。インターネット接続サービスに加え、WAN やその他のネ

ットワーク関連サービスを提供し、ネットワークシステムの構築、運用や保守、通信機

器の開発や販売も行っている。 
IIJ は 2013 年 1 月、「サービスアダプタを無償提供し、機能に課金する新しいビジネ

スモデルを、ネットワークサービスとして初めて提供する」4と発表し、ビッグデータの

新事業をスタートさせた。 
IIJ は、同サービスの概要を以下のように説明している。「『SACM（Service Adaptor 

Control Manager）』は、機器の自動接続と完全管理の仕組みを OEM 提供するための管理

サービスプラットフォームである。SACM 対応機器（サービスアダプタ）は、ネットワ

ークに機器を接続して電源を入れるだけで、SACM に自動接続する。設定は自動取得さ

れ、機器は自動運用される。機器の直接操作はなく効率的であり、SACM 管理ユーザイ

ンターフェースを通じて一元的な機器設定、モニタリング、管理を実現できる」 
サービスアダプタは無償提供されるため、ユーザは自宅で、機器を購入せずに、必

要な期間だけ、必要なネットワークを安価に構築できる。この点が特徴的なサービスで

ある。加えて、ネットワーク構築に必要な機器、機能、構成テンプレートは、IIJ からサ

ービス事業者に一括で提供されるため、サービス事業者は簡単にネットワークを設定で

きる。 
インターネット経由で無数のユーザと情報をリアルタイムでやりとりしなければな

らないサービス事業者は、複雑な設定手順をユーザに任せるか、ユーザの自宅にスタッ

フを派遣して設定作業をさせる必要があった。 
だが、新サービスにより、機器自体を設定する手間を省けるようになった。機器

は、ネットワークに機器を接続して電源を入れるだけで、SACM に自動接続し、関連す

る設定を自動取得し、自動運用を始めるためだ。また、管理対象の膨大な機器は、ひと

たび接続されれば、まとめて設定、モニタリング、管理できる。加えて、SACM の API5

は公開されており、外部アプリケーションと連携可能である。 
2016 年 4 月 1 日、IIJ は SACM のプラットフォームを活用した「IIJ スマートメーターB ル

ート活用サービス」を開始した。このサービスは、電力小売事業者やスマートメーター

活用を希望するサービス事業者向けに、スマートメーターの B ルートの活用に必要なシ

ステム基盤をワンストップで提供するものである。 
IIJ が提供するサービスアダプタはすべて、B ルート経由でスマートメーターと通信

する機能を搭載している。このため、アダプタがネットワークに接続され、電源が投入

されれば、インターネット経由で家庭の電力利用データをリアルタイムで自動収集でき

る。 

                                                 
 
 
3 出典：https://www.iij.ad.jp/hajimete/sp/whats/sub01.html 
4 出典：https://www.iij.ad.jp/news/pressrelease/2013/0122.html 
5 アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（さまざまなソフトウェアコンポーネント間の通信を可能に

する公開仕様）の略語 
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収集データはクラウドで蓄積管理される。このサービスの利用事業者は、収集データを

活用できる。 

 
図 9：SACM サービスの概要 

出典：IIJ のウェブサイト（https://www.iij.ad.jp/biz/smart-meter/sacm/images/index_fig01.png） 
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第 4 章：マレーシアと ASEAN における標準の受け入

れに向けて必要なアクション 

マレーシアのエネルギー市場では、エネルギー委員会が 3 つの規制分野を担当してい

る。 
 経済的規制： 
電力の発電、送電、配電、供給、使用、ガスのパイプ網と使用において、経済性を

推進する。競争を促進する。公平かつ効率的な市場行動を実現する。電力業界とガ

ス業界における独占や市場支配力の悪用を防止する。 
 技術的規制： 
電力業界とガス業界における、供給とサービスの安全性、信頼性、効率性、品質を

確保する。 
 安全規制： 
電力の発電、送電、配電、供給、使用、ガスの配送、供給、使用から生ずる危険か

ら、産業、消費者、公共一般を、保護する。 
 

同分野の専門家へのインタビューを裏付けとする我々の調査では、エネルギーセクタ

ーがマレーシア・インダストリー4.0 で日本発の国際標準技術を受け入れる上で、エネル

ギー委員会の発表が必要条件であると結論付けている。 

 
図 10：当局の承認 

出典：エネルギー委員会作成の 2016 年版電子機器承認情報パンフレット 
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インタビューを通じて把握した別の興味深い側面では、インドネシアやマレーシアの

大学や起業家が主導する地域パートナーシップに対し、期待が高まっている。Malaysia 
University Science and Technology（MUST）は、ITU/UN IPv6/IOT のセンターの指定大学で

ある。このため、学生向けに IOT プラットフォームを拡大してプロジェクトに取り組む

ことにより、MUST と連携したいと考えている。 
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第 5章：エネルギーセクターにおける日本とマレーシ

アの協力に関する勧告 

結論： 
マレーシアは今、技術ベースのアプローチに戻ろうとしている。マレーシアのエネルギーシステ

ムは、マレーシアのインダストリー4.0 のランドマークとなりつつあり、特権的地位になりつつある。

それは、日本のソサイエティ 5.0 に類似する。 
マレーシアのインダストリー4.0 は産官学連携のもとに生まれた国家戦略であり、マレーシアの参

加を優先することが重要だ。 
 

国際基準の文脈で「マレーシアの参加」の意味を知ることを目的として、この研究では、20 人以

上のスタートアップや既存企業、学界などのインフルエンサーにインタビューが行われた。 
 

 最初の発見は、エネルギーシステムの供給側と需要側の両方のプレイヤーが、国際標準がイン

ダストリー4.0 のイニシアティブの一部を担うことを支持したことだ。 
SCADA を検討した電気事業者は、関連規格に強い関心を示した。例えば、エネルギーに関

する ISO / IEC 61970 など。 
政府の IoT 委員会メンバーは、家電製品インターフェースに関して ISO / IEC 14543-4-3 

(ECHONET Lite) を支持した。 
 
 インダストリー4.0 と直接関係するもう 1 つの発見は、「新マレーシア世代」が近年の学界とスタ

ートアップの連携を強く認識していることだ。彼らは 1980 年代と 1990 年代の最初の Mahathir 内

閣時代にマルチメディアスーパーコリドー政策を受け、教育された。 
 
 DSM はマレーシアで長い歴史があった。第一段階（1995  -  2005 年）では、日本の既存企業の

ような国際的なプレイヤーと連携する電気事業者である TNB が主要な発足者だった。第 2 段階

（2018 年以降）は、Tun Mahathir が 2018 年に首相に戻ったときにおこった。 
結論として、この調査は、マレーシアのエネルギーシステムに焦点を当てながら、日本がインダス

トリー4.0 の発展において重要な役割を担うために必要なことを理解するために、行われた。 
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———— 
 Q1.新しいマレーシアのエネルギーシステムを作るために必要な基準は何か？  
A.このシステムは、マレーシアで新しいものを形成するのではなく、既存の国際標準をサポートし

ている。これにより、日本とマレーシアの連携している企業がマレーシアの国内基準を必要とせず

に事業に参入できるようになる。 次の規格がシステムの実現の候補になりうるものだ。 
DMS では、家電製品のインターフェース用の ISO / IEC 14543-4-3 (ECHONET Lite) 。 SCADA
では、エネルギー管理に関する ISO / IEC 61970、配電管理に関する ISO / IEC 61968。 
 
Q2：日本が支持する国際規格はどのようにマレーシアの共通規格になるか？ 
A.マレーシアで共通規格になるには、規格の認証に加えて、4 つの欠けている部分がある：オー

プン性、意識、教育、および信頼（サイバーセキュリティ）に関する研究だ。マレーシアの EMS 市

場である Zigbee では、Modbus がみられる。しかし、それらは上記の 4 つの点と国際基準を満た

していないため、支配的な地位を占めるには至っていない。 
 
Q 3：マレーシアの制度に新しい基準が必要な場合、日本にはどのような取り組みが発表される

か。 
 A：インターナショナルサイバーセキュリティフレームワークは新しい標準として扱われるべきだ。 
このフレームワークは、1）ASIAN 諸国が同じ構造を実行できること、および 2）既存の国際規格

が相互運用性を維持することを支持している。 
 
Q4：マレーシアや ASEAN 諸国と同盟する日本に、新しい国際規格が与える影響は何か？ 
 A.日本がサイバーセキュリティフレームワークを世界に広げる可能性を作り出した。 2019 年 1 月

に経済産業省が国際的なレビューを公に要求したフレームワークは、NIST、ETSI、ISO / IEC、

IETF、IPv6 フォーラム、ITU などでよく知られている。国際サイバーセキュリティフレームワークま

で発展させることができれば、インダストリー4.0 において日本に対する理解を深め、マレーシアで

その新しいエネルギーシステムを組み込むことができる。 実証研究のために、マレーシアの学界

はそれを待っている状態だ。  
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