
大規模HEMS情報基盤標準API及びガイドライン骨子
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・骨子 

平成27年6月２4日 
事業促進SWG 



Copyright (C) 2015 i-ene consortium. All Rights Reserved. 

 
  

  
  

 
  

    

1 

概要 
ドキュメント名称 目的 

(1)情報基盤構築ガイドライン(仮称) 情報基盤を構築する事業者がシステム全体の要件定義、
設計、実装を実施する上で参考とするためのドキュメント 

(2)HEMS情報基盤- 
HEMSデータ利活用事業者間 
API標準仕様書(仮称) 

情報基盤を構築する事業者およびHEMSデータ利活用
事業者がAPIを実装するためのドキュメント 

(３) 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 

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 
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構築ガイドラインの骨子 1/2 

大項目 中項目 目的 概要 主な検討項目 

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。大規模HEMS情報基盤を標準化進めることで
新たなHEMSデータ利活用サービスが創出される。 

- 

2 目的 本書の目的を定義 
HEMSデータを利活用する情報基盤を構築する新規
参入者がシステム要件定義、設計をする上での参考と
なる情報を活用可能なものとして提供する。 

- 

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情報基盤へ接続
するデータ利活用サービス事業者のシステム開発者 - 

4 用語定義 本書で使用する用語の定義 - - 

5 情報基盤の概要 アクター間の関連と情報の流れ
を説明 

宅内のHEMSから情報基盤を経由し、HEMSデータ
利活用事業者へ情報が流れる全体構成（アクター：
HEMS利用者、情報基盤、HEMSデータ利活用事業
者等）の整理 

・記載対象（直収パターン、拡張
領域、サービス申し込みパターン 
など） 

6 機能設計 業務、機能の定義 - - 

6.1 業務一覧 業務の洗い出し 
情報基盤とアクター間で発生する業務（利用者登
録・解約/データ提供先設定/データ提供等）を洗い
出し、一覧化 

・運用管理系業務の記載要否 

6.2 業務フロー 業務の流れの明確化 各業務におけるアクターの作業、処理の流れを整理
（アクティビティ図） ・システム化範囲 

6.3 外部機能と
外部IF 

機能の入出力、処理内容の明
確化 

業務フローからシステム化する処理を機能として定義し、
入出力、処理内容を記載（機能ブロック図） 

スマートメータ以外の機器について
のデータ流量 

 

 構築ガイドラインの骨子として、記載概要、検討項目を整理 
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構築ガイドラインの骨子 2/2 
大項目 中項目 目的 内容 主な検討項目 

7 データモデル設計 ID体系、データモデルを明確化 
IDの考え方、各アクターがどのようなデータを持つか、
データの集合体である各エンティティの定義、エンティ
ティ間の関係を記載（ER図） 

・ID体系 
・データ検索キー 

8 システムアーキテクチャ設計 
システムアーキテクチャについて
採用した考え方を説明 - - 

8.1 システム方
式設計 システム方式を明確化 

各種処理、DB、冗長化、負荷分散、ネットワークな
どのについてアーキテクチャを図示し、採用した考え方
を説明 

・各種処理方式 

8.2 データ保存
設計 データ保存のポリシー明確化 取り扱うデータの特性に応じた保持方法、期間につ

いて記載 
・保存方法 
・保存期間 

8.3 性能設計 性能要件を明確化 
HEMSデータを流通させる上でのデータサイズ等を考
慮したエンド-エンドの性能や検索部分の処理性能
目標等について記載 

・ユースケースに応じた性能目標 

8.4 セキュリティ
設計 セキュリティ要件を明確化 各事業者で満たすべきネットワークセキュリティ要件、

情報基盤で満たすべきセキュリティ要件と仕様を記載 
・ネットワークセキュリティ 
・認証方法 
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API仕様書の骨子 1/2 

目次 目的 概要 主な検討項目 
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。
大規模HEMS情報基盤を標準化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。 

- 

2 目的 本書の目的を定義 情報基盤を使ってHEMSデータを利活用する新規参入
事業者と情報基盤を構築する事業者が、準拠する共通
仕様書として提供する。 

- 

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 本書は規定項目を必須/オプションに分類して規定する 
必須：共通的に情報基盤での対応を推奨 
オプション：HEMSデータ利活用事業者の要望に応じ
て情報基盤での対応を推奨 

・必須/オプションの分類 

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 

- - 

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 システム間（HEMS利用者、HEMS管理事業者シス

テム、情報基盤、HEMSデータ利活用事業者システ
ム）の関連、システム間通信について整理 

- 

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（区間、レイヤー、デー
タ種別、操作種別）の整理 
※重点8機種の必須プロパティについては、情報基盤
での対応が必須であることを記載 

・データ項目 
・分析・加工データを含むか 
・機器操作を含むか 
・必須/オプションの分類 

 API仕様書の骨子として、記載概要、検討項目を整理 
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目次 目的 記載内容 主な検討項目 
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） 

・機能の定義 
・インタフェースの定義 

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 

データ提供、機器操作の正常系/準正常系のシーケン
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） 

・シーケンス 
・HTTPフォーマット 
・認証方法 

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（重点8機器
ECHONET Liteマンダトリー情報等）や操作する機
器のID体系・データモデルを整理し、リソースを定義 

・ＩＤ体系 
・データモデル 

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提供、機器操作時のリクエスト
パラメータ、アウトプット項目を定義 

・データ提供単位 
・フィルタ条件 
・データ提供方法 

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 ・データの記法 
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 

・異なるバージョンへの対
応要否 
・対応方法 

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。 

・データ項目のスコープ 
・必須/オプションの分類 

参考 本書が規定するAPIを説明する際の付加情報を記載。
（xmlやjsonでの記述サンプルやAPIの利用例な
ど。） 

・本書の説明のために必
要な付加情報 

API仕様書の骨子 2/2 
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■データ取扱マニュアルα版 改訂方針・骨子 
 データ取扱マニュアルα版を基に、骨子を整理。 

大項目 中項目 小項目 記述すべき内容 

1.背景 （α版 I. 1） 検討経緯等 

2.目的 （α版 I. 1-2） 目的、範囲 

3.HEMS事業におけ
る基本的な考え方 

（1）HEMS情報の
考え方 

➀HEMS事業で取り扱う情報 
    （α版 II. 2） 

HEMSデータ、モニターデータ、統計・匿名データ等のHEMS事
業の取扱情報の定義 

②プライバシーに配慮すべき情報 
  （α版 II. 2） 

個人情報保護法の改定等を踏まえた個人情報およびプライバ
シーに配慮すべき情報の整理 

（2）情報管理体
制の考え方 

➀ユーザーとの関係構築 
  （新規） 

・プライバシーポリシー、利用規約の位置づけ 
・個人情報に係る同意取得フローの考え方 
・ユーザーからの信頼性を高める事業者行動 

②情報管理体制の整備 
  （新規） 

・HEMS基盤の事業構造 
・情報管理体制（情報管理規則、事故対応等） 

（3）HEMS事業の
パターン分類 

①ユースケースとHEMSデータ領域(α版II.1-2) ・HEMS事業パターン分類  

②各ユースケースのアクター設定（新規） ・サービス提供におけるビジネススキーム上のアクターを分類 
 （アグリゲータ、サービサ、需要家など） 

③HEMS事業パターンの設定 （α版II.3） 

4. 各事業パターンに
おけるアグリゲータ及
びサービス事業者の
取るべき対応（ユース
ケースを踏まえ、アク
ター別に記述） 

（1）パターン１ 
 

①情報管理体制 1. 統計データ・匿名加工データの取扱い対応 （新規） 
2. 慎重に取り扱うべきパーソナルデータの取扱い対応 （新規） 

②個人情報に係る基本的な同意取得フロー 同上 

③プライバシーポリシー、利用規約 同上 

（2）パターン2 同上  

…… （パターン毎に記載） 
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