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１． 日本におけるスマートグリッドの国際標準化の検討経緯

第一期スマートグリッドの国際標準化検討期
・期間 ： 2009年度
・体制 ： 経産省傘下のJISC内にスマートグリッド国際標準化戦略分科会を設置。
・成果 ： 標準化すべき26項目の選定と標準作成実施体制の構築（2010年1月に報告書作成）

（JSCAの設立と上記26項目の検討体制の構築）

第一期決定事項の推進フォロー期（26項目の標準化推進及び項目の見直しと推進体制の変更）
・期間 ： 2010年度~2014年度
・体制 ： JSCAの下に国際標準化WGや国際戦略WGなど４WGを設置して国際標準化を推進。その後

JISC内のスマートグリッド国際標準化戦略分科会主導の体制に再編成。
・成果 ： 国際標準の素案や国際標準に資する国内標準の作成。26項目を見直して20項目を選定。

第二期スマートグリッドの国際標準化検討期
・期間 ： 2015年度
・体制 ： JISC標準第二部会スマートグリッド戦略専門委員会とスマートグリッド戦略グループの設置
・成果 ： 標準化すべき18項目の選定と第一期の結果を踏まえた標準作成実施体制の構築

（ 2016年1月に報告書作成）
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スマートグリッド国際標準化戦略研究会では、スマートグリッド全体を俯瞰しつつ、国際標準化を推進すべき以下の7
分野・26重要アイテムを特定するとともに、そのために必要な国際標準化ロードマップを策定。

研究会にて特定された２６の重要アイテム

1 送電系統広域監視制御システム 14 定置用蓄電システム

2 系統用蓄電池最適制御 15 蓄電池モジュール

3 配電用蓄電池の最適制御 16 車載用蓄電池の残存価値評価方法

4 ビル・地域内の電池の最適制御 17 EV用急速充電器・車両間通信

5 蓄電池用高効率パワコン 18 EV用急速充電器用コネクタ

6 配電自動化システム 19 EV用急速充電器本体設計

7 分散型電源用パワコン 20 車載用リチウムイオン電池安全性試
験

8 配電用パワエレ機器 21 車両・普通充電インフラ間通信

9 デマンドレスポンスネットワーク 22 インフラ側からのEV用普通充電制御

10 HEMS 23 メーター用広域アクセス通信

11 BEMS 24 メーター用近距離アクセス通信

12 FEMS 25 AMIシステム用ガス計量部

13 CEMS 26 メーター通信部と上位システムとの認
証方式
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２． 第一期スマートグリッドの国際標準化検討の成果（2009年度）



○ IEC等において加速化するスマートグリッドの国際標準化に、我が国としても迅速に対応すること等を目的に、日
本工業標準調査会（JISC)の下に「スマートグリッド国際標準化戦略分科会」を創設。

○ 研究会で特定した26の重要アイテムのフォローアップ及び見直し、重点分野毎の国際標準化ロードマップの策定、
諸外国との連携等を実施する為にスマートコミュニティー・アライアンス（JSCA）を設立し、その下に国際標準化WG
を設置し、更に５ケのSWGを設置して日本発の国際標準の具体化を検討。

○ 我が国の優れた技術がシステムとして一体的に海外展開できるよう、強みを生かした国際標準の獲得に向けて、
JISCの傘下で活動を加速化する。

蓄電池
ＳＷＧ

送配電網管理
ＳＷＧ

ＥＭＳ
ＳＷＧ

次世代自動
車

ＳＷＧ

通信I/F
ＳＷＧ

ＪＳＣＡ国際標準化ワーキンググループ

主査：九州大学
委員：関西電力、シャープ、ソニー、東京電力、東芝、日本電気、パナソニック、日

立製作所、富士通、富士電機、三菱電機、明電舎、日本規格協会
オブザーバー：電力中央研究所、電源開発、日本情報処理開発協会、電子情報技

術産業協会、三菱総合研究所

標準部会 適合性評価部会

国際専門委員会

スマートグリッド
国際標準化戦略分科会

戦略指示

経産省資料

スマートコミュニティーアライアンス( JSCA )
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３． 第一期決定事項の推進フォロー期（2010年度～2014年度） ①



国際標準に資する国内標準の作成事例 ： 単独運転検出方式

JEM1498 
資料目次

序文
１．適用範囲
２．用語の定義
３．標準型能動的単独

運転検出方式の厚生
3.1  一般
3.2  系統周波数計測部
3.3  周波数フィードバック部
3.4  無効電力ステップ注入部
3.5  単独運転検出部
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2010年策定の国際標準化戦略の課題として：
・ 個々のシステムやコンポーネントの標準化アイテムが多い。システム横断的な検討が希薄であった。
・ 技術的オプションの確立を重視したため、事業とのリンケージは必ずしも十分ではなかった。

ＩＥＣ／ＴＣ５７

ＩＥＣ／ＴＣ５７、ＩＥＣ／ＴＣ１２０

ＩＥＣ／ＳＣ２１Ａ

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ５７

ＩＥＣ／ＴＣ８２

ＩＥＣ／ＰＣ１１８

ＩＥＣ／ＴＣ１００

ＩＥＣ／ＴＣ６５

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ６９

ＩＥＣ／ＴＣ１３

ＩＥＥＥ

ＩＥＣ／ＴＣ５７

ＩＥＣ／ＴＣ５７
ＩＥＥＥ

広域監視制御、
蓄電池関係、
PSC、
HEMS、BEMS、FEMS、
EV用充電器など

一定の国際標準化の成果を

得た。

国際標準化の一層の推進の為に「スマートグリッド国際標準化戦略分科会」に担当替えを実施し、その下にIECの各TCを
配置した体制に再構築。標準化すべき26の重要アイテムの進捗を見極めながら、その後戦略の見直しを行い20アイテ
ムの絞り込みと、実施体制の明確化を行った。

３． 第一期決定事項の推進フォロー期（2010年度～2014年度） ②



製品（又はビジネス）形態の変遷と標準化の目的及び手法の変遷

部品

カートリッジ

ユニット

システム

サービス

製品形態の変遷
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JSCA：Japan Smart Community Alliance

※

【委員長】
合田 忠弘 同志社大学 大学院理工学研究科
【委員長代理】
林 秀樹 (株)東芝 電力流通システム事業部

【委員】
荒牧 隆 パナソニック(株) エコソリューションズ社
石田 文章 関西電力(株) 総合企画本部 地域エネルギー開発グループ
大石 美奈子 (公社) 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
大谷 謙仁 （国研）産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所
高尾 登 東京電力ホールディングス(株) 経営技術戦略研究所 国際標準化推進グ

ループ
竹村 宏 （一社）日本自動車工業会 電動車両国際標準検討会 副主査（本田技研工

業(株)）
林 泰弘 早稲田大学大学院 先進理工学・研究科
和知 功 (株)日立製作所 エネルギーソリューションビジネスユニット 電力情報制御シ

ステム事業部

【オブザーバー】
桜井 孝史 (国研)ＮＥＤＯスマートコミュニティ部 （敬称略、五十音順）

（スマートグリッド戦略専門委員会 委員名簿（2017年1月時点））

IECにおいてスマートグリッド国際標準化に関する動きが拡大していることなどから、2014年9月、日本工業標準調査会
(JISC)の下に、「スマートグリッド戦略専門委員会」 (分科会から専門委員会に格上げ) を設置し、本分野の国際標準化
重要アイテムについての見直しを行う。 2016年1月に、同委員会のもと、今後のスマートグリッド標準化戦略の報告書
をとりまとめた。

４． 第二期スマートグリッドの国際標準化検討の結果（2015年度）
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今回のスマートグリッド標準化戦略の見直し

国内外のスマートグリッドの状況の変遷と標準化変化を分析。
今後の「注力すべき18領域」を設定。
推進にあたり、実証事業との連携、業界横断の俯瞰機能の強化を考慮。

スマートグリッド戦略グループでの検討結果は、2016年1月にJISCスマートグリッド戦略専門委員会にて承認さ
れ、下記の報告書にまとめられた。

目次

1． スマートグリッドの変遷

2． スマートグリッド国際標準化を巡る国際動向

3． 注力すべき領域の選定

4． これからの取組で考慮すべき2つの方針

5． まとめ

資料：日本工業標準調査会のホームページより
http://www.jisc.go.jp/app/pager



 
別添２ 

 

表 注力すべき領域 
 

 
区分  大分類  注力すべき標準化の領域  区分  大分類  注力すべき標準化の領域 

 

1.水平技術 
 

Ｉ/F 関連 
①領域のシステム間連携 

（TC57,通信他） 

 2.システム 

関連 

 
 

XEMS・ 

デマンドレスポンス 

システム 

 

⑩DR アグリゲーション 

セキュリティ ②セキュリティ  ⑪HEMS/MEMS 

認証 ③認証  ⑫BEMS 
 
 
 
 
 

 
2.システム 

関連 

送配電網の管理 
システム 

④送配電系統 広域監視
制御システム 

 
 

⑬FEMS 

⑤配電自動化システム、 
系統向け EMS/SCADA 

 
 

蓄電システム 
 

⑭蓄電システム及び蓄電池 

⑥分散型電源管理システム 

（出力予測、気象情報、変動電源の 
管理システム、PV、WP 等も含む） 

  

電気自動車 充
放電システム 

 

⑮電気自動車充放電 
システム 

 

⑦送配電用パワエレ 
システム 

  

3.マネジメント 
関連 

アセット マ

ネジメント 
システム 

 
⑯設備管理システム 

 

スマートエナジー 
グリッド 

⑧スマートエナジーグリッド 

（水素含む）、 マイクログリッ
ド、VPP 

  
4.ﾏｰｹｯﾄ領域 

 
電力市場システム 

⑰電力市場システム 
（エネルギー取引市場、リアルタイム 
市場、容量市場を含む） 

XEMS・ 

デマンドレスポンス 
システム 

 
⑨デマンドレスポンスシステム 

 5.その他 
（中長期の 

検討項目） 

 
その他 

 
⑱環境負荷（評価） 

（注）スマートグリッド標準化戦略グループでの検討結果 

報告書（ⅰ）：スマートグリッド関連技術で今後国際標準化に注力すべき18項目
（水平技術及びシステム関連を重視した5大項目と18小項目の選定された)
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報告書（ⅱ） ：今後の取り組みで重要な事項 ①全体俯瞰能力の強化
日本のスマートグリッド関連システムの海外事業展開を支援するために、海外情報を収集、 動向を分析し、
スマートグリッド技術体系の全体像を俯瞰し、国際標準化の方向性を示す司令塔機能の整備が必要である。
機能強化として、国研等の更なる活用を推進する。

政府機
関

大学 企業

国研

国研に期待すること
・調整力・指導力

・技術力
・実動力（資金力やマンパワー）
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報告書（ⅱ） ：今後の取り組みで重要な事項 ②重要ユースケースとの連係

政策サイドと連携してVPPなど需要側との連携による電力需給安定化を実現するため、規格整備を加速することが重要。

PV出力制御事業との連携

・次世代双方向通信出力緊急実証 （H26年度補正)

・電力系統出力変動対応技術研究開発事業 （H28年度)

・バーチャルパワープラント構築実証事業費補助金 (H28年度)

VPP整備事業との連携
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重要ユースケースを支える標準化領域

18領域について、PV出力制御とVPPのユースケース関係で整理した場合を例示。

P
V

蓄
電
池

EV

充
電
器

大
規
模P

V

住
宅P

V

分
散
電
源

P
V

蓄
電
池

負
荷

分
散
電
源

大
規
模P

V

住
宅P

V

アグリゲータ

PV出力制御

VPP

BEMS

・・・

分
散
電
源

VPP

情報ライン

HEMS

配電事業者・ア
グリゲータ

分
散
電
源

負
荷

・・・
EV

充
電
器

負
荷

PCS PCSPCS PCS PCS PCS PCS PCS PCS PCSPCS

FEMS

⑥分散型電源管理ｼｽﾃﾑ

①領域のｼｽﾃﾑ間連携

②セキュリティ

⑭蓄電ｼｽﾃﾑ
及び蓄電池

④送配電系統広域監視制ｼｽﾃﾑ

⑤配電自動化ｼｽﾃﾑ、系統向けEMS/SCADA

⑦送配電用パワエレ
⑦送配電用
ﾊﾟﾜｴﾚｼｽﾃﾑ

⑧ｽﾏｰﾄｴﾅｼﾞｰｸﾞﾘｯﾄ、
ﾏｲｸﾛグリッド、VPP

市場

⑨デマンドレスポンスシステム

⑩DRアグリゲーション

⑪ ⑫ ⑬

⑰電力市場ｼｽﾃﾑ⑯設備管理ｼｽﾃﾑ

⑱環境

⑮EV充放
電

⑮電気自動車
充放電
ｼｽﾃﾑ

電力系統

⑨デマンド
レスポンス
システム

③認証
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国際標準化WG
座長：同志社大学 合田忠弘

スマートコミュニティ分野における国際標準化に貢献
するため、JISCや国内審議団体との連携、欧米等を
中心とする国際標準化活動への参画や連携を行い、
横断的課題や新たな国際標準化項目を検討する。

WG下の研究会活動：
・スマートエナジー・アーキテクチャ研究会（終了）
・スマートグリッド・セキュリティ研究会（休止中）

・電力‐水素エネルギー相互変換研究会

会員数：272企業・団体
（2016年4月1日現在）

５． JSCA活動とその成果
① スマートコミュニティ・アライアンス（JSCA）における標準化活動

スマートコミュニティ（スマートグリッドや社会インフラ）の国際展開、国内普及に貢献するため、経済界全体としての活動
を企画・推進するとともに、国際展開に当たっての行政ニーズの集約、障害や問題の克服、公的資金の活用に係る情
報の共有などを通じて、官民一体となってスマートコミュニティを推進するために設立。2010年4月に発足。
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主査：三菱電機 小川雅晴 様

・New Mexico州NEDO実証ユースケース をマッピング。
・IEC 61850-7-420（エネルギー管理のための情報交換モ
デル）に、熱と電気の相互作用での「空冷式冷凍機の論
理ノードの規定」、および、水素ガスと電気の相互作用に
ついて「水電解装置の論理ノードの規定」の不足部分を
確認した。

・開発したSGAM拡張提案が、IEC SyC Smart Energyの開
発計画（SyC Smart Energy/54e/INF）項目に記載された。

５． JSCA活動とその成果
② スマートエナジーに関する取組

－ JSCAスマートエナジー・アーキテクチャ研究会

欧州提唱のスマートグリッド・アーキテクチャモデル(SGAM)を熱・ガスエネルギーを扱えるよう拡張し、国内外の
ユースケースについてこのモデルにマッピングを実施。
スマートエナジーの制御動作を理解するとともに、国際標準化テーマを抽出。 H28年度末で終了。

H28年度から、電力‐水素エネルギー相互変換研究会へ移行 （出典）「JSCA国際標準化WG スマートエナジー・アーキテクチャ研究会活動紹介」チラシより



【 成果報告書 】

1. 目的
2.   研究会活動内容、成果・トピックス････････････････････････ 1
2.1 大規模システムの標準化の手法･････････････････････ 1
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富士通 富士電機
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【 スマートエナジー・アーキテクチャモデルの開発 ① （スマートグリッドのアーキテクチャモデル）】

各階層別に国際標準をマッピングし

内容の理解と標準間ギャップの有無
を検証
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従来の電気モデルに熱モデルとガスモデルを追加し、コジェネなど発熱・蓄熱設備や
水素ガス発生・貯蔵設備をマッピング可能とした。電気・熱・ガスのエネルギーの流れと設備間の情報の流れを図示できる。

【 スマートエナジー・アーキテクチャモデルの開発 ② 】

欧州標準化団体が提唱しているスマートグリッド・アーキテクチャモデル(SGAM)*)を熱・ガスエネルギー
も扱えるよう拡張した。規格開発のツールとして活用する。
*出典： CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group, “Smart Grid Reference Architecture”
(2012.11)
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【活動内容】
・主要なスマートグリッド・セキュリティ国際規格について “SG-CG/M490/H_Smart Grid
Information Security”を用いて概況理解
•IEEE C37.240の内容理解
•ISO/IEC TR27019の内容理解
•ISO/IEC TR27019 2nd DRAFT(JTC1/SC27/WG1)へのコメントが国際会議で採用

主査：日立製作所 三島久典 様

５． JSCA活動とその成果
③ セキュリティに関する取組 – JSCA スマートグリッド・セキュリティ研究会

国際標準化WGの「スマートグリッド・セキュリティ研究会」では、スマートグリッドの情報の主要セキュリティ規格に
関して全体像を把握・理解出来る電力系技術者の養成を目的として活動中。
これまでに広範囲のスマートグリッド・セキュリティ国際規格に精通する技術者を50名強を養成、日本の国際競
争力を大幅に強化。H28年度末より休止中。

（出典）「JSCA国際標準化WG スマートグリッド・セキュリティ研究会活動紹介」チラシより
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主査 日立製作所
委員 エナリス 関西電力 沖電気工業 建設技術研究所

GSユアサ 清水建設 住友電気工業 中部電力 東芝
千代田化工建設 デンソー 日本ＩＢＭ パナソニック
富士通 三菱電機 明電舎

オブザーバ 経済産業省 みずほ情報総研 電力中央研究所
同志社大学

事務局 JSCA（NEDO スマートコミュニティー部）
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．戦略重点分野の特定

標準の存在を前提とした認証

標準が存在しない新分野で「認証力」を通じた新市場創出

（１） 戦略重点分野の特定

（２） システム思考の導入

（３） 標準化を経営の柱に

（４） 認証力を活用した新市場創出

特に今後はシステム認証を考慮

・ デファクト標準からデジュール標準へ。
（インフラシステム関連製品）

・ 標準に対する対応を明確に。
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６． 纏め
国際標準化に関する基本的アプローチ（産業構造ビジョン2010概要（抜粋））



1) 認証に関する取組 ー グローバル認証基盤整備事業（大型PCS）於AIST

(※FREA：Fukushima Renewable Energy Institute, AIST) 

福島

郡山

福島空港

いわき

会津若松

白河

福島再生可能エネル
ギー研究所

スマートシステム研究棟

施設概要
・世界最大級（3MW）の分散電源システムの試験
設備
・各国の電力系統や様々な天候に対応する試験
が可能

＜実施可能な試験例＞
○系統連系試験
パワーコンディショナが適切に機能するかを試験

○安全性試験
温度・湿度への耐候性や、雷撃など瞬間的な高電圧への安全
性を確認。

○電磁環境試験
パワーコンディショナの電磁波の周辺機器への影響や、他の
機器が発する電磁波へのパワーコンディショナの耐性を確認
。

系統連系試験室

環境試験用恒温恒湿室

電磁環境試験用電波
暗室

再生可能エネルギーの導入やスマートグリッドの構築に必要となる大型パワーコンディショナに関し、国立研究開発
法人産業技術総合研究所福島再生可能エネルギー研究所（FREA※）に『スマートシステム研究棟』を整備。平成２８年
４月より運用を開始。
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Rated Output: 300kW

Wind Power System

Hydrogen Bldg.

MCH Bldg.

Annex Building

Clean Rooms, Experiment Rooms

Main Building

Research Labs, Area 6,900㎡, 4 storied

PV Power System

Rated Output: 500kW

Demonstration Field

1)認証に関する取組 ー グローバル認証基盤整備事業（大型PCS） 於AIST

Total Land Area：55,000㎡

Grid-connected DER Test Facility (to be 
installed)

Energy Management Bldg.

(FREA：Fukushima Renewable Energy Institute, AIST) 
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2）認証に関する取組 ー グローバル認証基盤整備事業（大型蓄電池）於NITE

• 世界的な市場拡大が期待される再生可能エネルギーの導入やスマートグリッドの構築に資する大型
蓄電池の性能や安全性に関し、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）に試験評価施設
（NLAB※)を整備。平成２８年４月より運用を開始。

場所 大阪市住之江区

施設概要
・世界最大級の恒温型チャンバー
・メガワットクラスの大型蓄電池の試験を安全に行う耐爆、

耐火構造と排煙設備を装備

＜実施可能な試験例＞
 水害、津波を想定した水没、浸漬試験
 蓄電池が発火した場合の消火装置の動作確認試験
 東日本大震災、阪神淡路大震災の地震波を100％再現

可能な地震波再現試験
 大型蓄電池を過剰に充電したり放電したりして、安全装

置の動作を確認する試験
 大型蓄電池が落下した場合の異常の有無を確認する

試験

NLAB外観

※NLAB：（National LABoratory for advanced energy storage technologies）



恒温型チャンバーの内部

恒温型チャンバーの入り口受変電設備・蓄電池コンテナ

地震波再現試験装置

3.２ NITE・NLABの大型蓄電池評価施設(２/2)
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ご清聴、有難うございました！

モンゴル 国会議事堂

資料提供 ：経済産業省、JSCA、AIST NITE


