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検討概要 

ドキュメント名称 目的 
(1)HEMS情報基盤-HEMSデータ利活用事業
者間API標準仕様書（仮称） 

本API仕様書に準拠するHEMS情報基盤を構築する際に
は、必ず実装しなくてはならい事項を記載したドキュメント 

(2)HEMSデータ利用サービス市場におけるデー
タ取扱マニュアル（仮称） 

HEMSデータを利活用してサービスを提供するに当たり、個
人情報やプライバシー保護の観点からどのような点に留意す
べきか記載したドキュメント 



(1)API標準仕様書構成 素案 1/2 

目次 目的 記載概要 前回からの変更点 
1 はじめに 本書の背景を説明 HEMSデータ利活用市場の活性化は、データ利活用事業者の創意工夫が活か

される環境の整備が必要となる。HEMS情報基盤からHMESデータ利活用事
業者にHEMSデータを流通するAPIの標準化を進めることで、新たなHEMSデー
タ利活用サービスが創出される。 
多様なサービス内容・提供形態を考慮し、HEMSデータ利活用サービス提供に
必要最小限の範囲を標準化対象とする。 

• API標準化検討の前提となる考え方を記載。 
•本整備事業での検討に関しては、先行実装事例との協議
を重視している旨を記載。 

2 目的 本書の目的を定義 HEMS管理事業者からHEMS情報基盤へ流通することに合意し、情報基盤に
蓄積されたデータを、HEMSデータ利活用事業者に流通するためのAPI仕様を
提供する。 
API標準仕様書の範囲外の事項については、事業者間での検討・協議、および
エコーネットコンソーシアムの最新動向の確認を実施する必要がある旨を記載す
る。 
 

• 本書の範囲外の事項について、事業者間で検討・協議が
必要な旨を記載。 

• 本書ではECHONETプロパティを流通可能とする仕様とし
て検討しているためエコーネットコンソーシアムの最新動向
の確認が必要な旨を記載。 

• 構築した事例を情報基盤構築ガイド（仮称）に記載す
る旨を記載。 

3 対象とする読者 本書の対象とする読者を定義 情報基盤を構築する事業者およびHEMSデータ利活用事業者のシステム開発
者。 - 

4 規定方法 本書の規定方法を定義 本API標準仕様書に準拠するHEMS情報基盤を構築する情報管理事業者は、
本書に従う必要がある。 
API標準仕様書の規定範囲外の情報・事例等については、参考情報とする。 

• API標準仕様書に準拠する事業者を明記。 
• 規定レベルの分類（必須/オプション）に関する記載を削
除。 

• 参考情報を記載することを追加。 

5 参照規格・参考文献 本書が参照する規格、参考にした
文献を記載 

API標準仕様書の検討時に、参照した規格・参考文献を記載する。 
参照規格・参考文献については更新される可能性があり、最新情報について確
認する必要がある。 
改版された参照規格・参考文献の本書への適用については範囲外とする。 

• 参照規格・参考文献を記載。 
• 参照規格・参考文献は改版される可能性があり最新情
報について確認する必要がある旨を記載。 

• 改版された参照規格・参考文献の本書への適用について、
スコープ外である旨を記載。 

6 用語定義 本書で使用する用語を定義 - - 
7 システム概要 システム間の関連を説明 参考情報として、想定するシステム構成の事例を記載する。 • 参考情報であることを記載。 

8 規定範囲 本書のスコープを定義 本書が仕様を規定するスコープ（ユースケース、API仕様）の整理。 
本書の規定の範囲外となる事項の整理。 
規定しない事項については、事業者間で検討・協議、およびエコーネットコンソー
シアムの最新動向の確認をして頂く必要がある。 

• 全てのECHONETプロパティを流通可能とする仕様として
検討している旨を記載。 

• 本書で規定しない事項について記載し、事業者間で検
討・協議して頂く必要がある旨を記載。 

• 本書ではECHONETプロパティを流通可能とする仕様とし
て検討しているためエコーネットコンソーシアムの最新動向
の確認が必要な旨を記載。 

 API標準仕様書の骨子として、記載概要、前回からの変更点を整理 



目次 目的 記載概要 前回からの変更点 
大項目 中項目 

9 API仕様 API仕様の概要を記載 HEMSデータ利活用事業者の利便性を考慮したAPIとする。
（Web-API、SSLの採用など） 
 

- 

9.1 機能アーキテクチャ 機能アーキテクチャを定義 情報基盤、HEMSデータ利活用事業者のシステムの機能エン
ティティと、エンティティ間のインタフェースを定義。（機能アーキテク
チャ図） 
 

- 

9.2 シーケンス 機能エンティティ間のシーケンスを定義 各機能エンティティ共通のシーケンス、リクエスト、レスポンスの
フォーマットを定義。（シーケンス図） 
 

• スコープ範囲の見直しにより、機器操作に関
する記載を削除。 

9.3 リソース定義 ＩＤ体系、データモデルを定義 API経由で取得するデータ項目のID体系・データモデルを整理し、
リソースを定義。 

• 全てのECHONETプロパティを流通可能とす
る旨を記載。 

• スコープ範囲の見直しにより、機器操作に関
する記載を削除。 

9.4 リソース操作 リソースに対する操作方法を定義 リソースに対するデータ取得のリクエストパラメータ、アウトプット項
目（リソースの出力データ項目）を定義。 
 

• スコープ範囲の見直しにより、機器操作に関
する記載を削除。 

9.5 データ型 データ型を定義 各データ項目のデータ型と記法を定義し、一覧化。 
 - 

9.6 互換性 異なるAPIバージョンへの対応方法を定
義 

将来的に、API仕様が更新され、異なるAPIバージョンを実装し
たHEMSデータ利活用事業者のシステムと情報基盤での互換性
について定義。 
 

- 

10 データ項目一覧 APIで扱うデータ項目の一覧を定義 本書が規定するAPIで扱うデータ項目（プロパティ）の一覧を記
載し、情報基盤での対応が必須かオプションかを記載。 
 

• APIで扱うデータ項目一覧については、リソー
スの出力データ項目として定義するため、9.4
リソース操作にマージ 

参考 リソースに対するデータ取得のリクエストパラメータの事例を記載す
る。 
（xmlやjsonの記述サンプルなど） 
 

- 

(1)API標準仕様書構成 素案 2/2 



（２）HEMSデータ利用サービス市場におけるデータ取扱マニュアルα版改訂検討状況 

大項目 中項目 小項目 記述すべき内容 

1.背景 検討経緯等 

2.目的 目的、適用範囲、用語の定義 

3.HEMSサービ
スにおける基本
的な考え方 

（1）HEMSデータの考え方 ➀HEMSサービスで生成される情報の類型 HEMSデータの一般的な分類 
顧客情報、加工情報等のHEMSの取扱情報の定義 

②HEMSサービスで取扱う情報の分類と取扱方針 データ分類ごとの基本的な取扱方法を記載 

③(参考)匿名加工情報 匿名加工情報の概要、加工情報について記載 

（2）HEMSサービス提供時
における留意事項 

①事業構造の整理 HEMSサービスを提供する体制を整理 

②情報管理規則類の整備 情報管理規則類の位置付け等を整理 

（３）利用者との関係性構
築 

①利用者との信頼関係の構築 HEMSサービス導入時の配慮 など 

②同意取得方法について 通知方法や同意取得フローの考え方 など 

（4）HEMSデータを用いた
ビジネスモデル 

①ビジネスユースケース HEMSデータを用いたビジネスユースケースを紹介 
各ユースケースの情報やサービスの流れを整理 

②ビジネスユースケースの比較 ビジネスユースケースを比較し、差異を明確化 

（5）国際的な動向 ①国際的なHEMSサービスの普及・浸透状況 各国における普及状況を参考情報として記載 

②諸外国のHEMSサービスにおけるデータ取扱・情
報管理の考え方 

データ取扱に関する基本的な考え方や同意取得方法
等を整理 

③匿名加工情報の取扱 諸外国の匿名加工手法や考え方を記載 

④諸外国におけるHEMSサービスの例 HEMSサービス事例を参考情報として記載 

4. アグリゲータ
及びサービサの
取るべき対応 

（1）アグリゲータ 
 

① ユースケース①における対応 1.個人情報に該当するHEMSデータの取り扱い 
2.利用者への説明が期待されるHEMSデータの取り扱い 

② ユースケース②における対応 同上 

③ ユースケース③における対応 同上 

（2）サービサ 同上 同上 

 検討を通して、α版改訂のドキュメント構成 素案を以下のように設定 
※第7回スマハビル検討会資料時の骨子案からの変更部分は青字で記載 


	大規模HEMS情報基盤API標準仕様書素案�及び�HEMSデータ利用サービス市場におけるデータ取扱マニュアル改訂方針・素案
	スケジュール
	検討概要
	(1)API標準仕様書構成　素案 1/2
	(1)API標準仕様書構成　素案 2/2
	（２）HEMSデータ利用サービス市場におけるデータ取扱マニュアルα版改訂検討状況

