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1. はじめに 
 本書は、「HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書」」（以下、API

標準仕様書）を活用する事業者向けに、参考資料として、平成２７年度「大規模ＨＥＭＳ

情報基盤整備事業」で構築された「大規模ＨＥＭＳ情報基盤システム」（以下、本システム）

のシステム設計の実装事例を記したものである。 

本書で扱うインタフェースは、API 標準仕様書の前身となる実装規定であり、API 標準

仕様書とは仕様のスコープ、仕様の内容が異なる。あくまで、情報基盤を構築する事業者

が実際にシステム設計・構築をする際の一助となるように、実装事例の提供のために作成

されたものであり、本書に記載しているシステム仕様が、今後事業者が構築する情報基盤

のシステム仕様を限定するものではないことに留意いただきたい。 

合わせて、今後、HEMS 情報基盤システム仕様の決定・実装を行う場合は、そのインタ

フェースの仕様規定において必ず API 標準仕様書を参照していただきたい。 

 

その他、本書の作成に当たっての背景、本書の位置づけ等は、API 標準仕様書を参照頂

きたい。 
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2. 用語定義 
 本書で使用する用語の定義を「図表 2-1 用語の定義」に示す。 

 

図表 2-1 用語の定義 

No. 用語 説明 

1 大規模ＨＥＭＳ情

報基盤 

経済産業省の補助事業である「大規模ＨＥＭＳ情報基盤

整備事業」で構築したシステム。 

2 情報基盤 HEMS データを収集し、一元的に管理して様々な事業者

へ提供するシステムの総称。 

3 情報管理事業者 情報基盤を構築し、運用する事業者。 

4 HEMS Home Energy Management System の略称。 

電力使用量の可視化や機器制御等、家庭内のエネルギー管

理を一元的に行うシステム。 

5 HEMS 利用者 HEMS の契約者。 

6 HEMS 機器 HEMS利用者の宅内に設置されたHEMSデータを収集する機

器の総称。 

7 HEMS コントロー

ラ 

HEMS 利用者の宅内に設置され、HEMS 機器を集約し、HEMS

データを収集・制御を行う機器。 

8 HEMS データ HEMS 機器が収集する ECHONET Lite データ（電力使

用量、機器状態など）の総称。 

9 HEMS 管理事業者 家庭から HEMS データを収集し、情報基盤に HEMS デ

ータを提供する事業者。 

10 HEMS データ利活

用事業者 

情報基盤から HEMS データの提供を受け、HEMS 利用者

へサービスを提供する事業者。 

11 HEMS データ利活

用サービス 

HEMSデータ利活用事業者がHEMS利用者へ直接提供す

るサービス。 

12 HEMS 利用者属性

データ 

HEMS サービスの契約者個人、世帯の情報。個人情報が

含まれる。 

13 統計 HEMS データ HEMS データを集合演算で加工したもの。地域別の平均

電力使用量など。 

14 匿名 HEMS データ HEMS データを匿名化して、識別非特定化された情報。

15 ECHONET Lite エコーネットコンソーシアムが策定する宅内機器間の通

信プロトコル規格。 
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3. 情報基盤の概要 
 HEMS データは、まず家庭内に設置された HEMS コントローラで ECHONET Lite を用

いて収集される。HEMS コントローラは計測した各機器のデータを HEMS 管理事業者の

システムに送信し、HEMS 管理事業者は HEMS データを集約して情報基盤へ送信する。 

 一方で、HEMS 利用者は、情報基盤が提供する HEMS 利用者向けポータルサイトを経

由して HEMS データ利活用事業者が提供するサービスに申し込むことができる。サービス

申し込み時にはサービスへ提供するデータ項目別に許諾を行い、これに基づき HEMS デー

タ利活用事業者へ流通するデータ項目が決定される。ポータルサイト上では、HEMS 利用

者毎に各サービスの契約状況と各サービスへの提供を許可しているデータ項目を確認する

ことができる。 

 HEMS データ利活用事業者が提供するサービスへの申し込み方法は、上記にある情報基

盤を経由して申し込みを行う以外にも様々なパターンが想定されるが、本書では、大規模

ＨＥＭＳ情報基盤整備事業の中で実施したパターンを一例として記載している。 

 情報基盤の概要を「図表 3-1 情報基盤の概要」に示す。 

 

 
図表 3-1 情報基盤の概要 
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3.1 業務一覧 

 情報基盤と各アクタとの間で想定される業務を抽出し、「図表 3-2 業務一覧」に一覧を

示す。「図表 3-2 業務一覧」の一覧以外に様々な業務が想定されるが、本書では、HEMS

データおよび HEMS 利用者属性データを HEMS 利用者の認可に基づいて流通させる上で

発生する最低限必要と考えられる業務を対象としている。 

「図表 3-2 業務一覧」内のアクタ番号との対応は、以下①～⑤の通り。 

 ①：HEMS 利用者 

 ②：HEMS コントローラ 

 ③：HEMS 管理事業者（システム・オペレータ） 

 ④：情報基盤（システム・オペレータ） 

 ⑤：HEMS データ利活用事業者（システム・オペレータ） 

 

図表 3-2 業務一覧 

●：業務のトリガとなるアクタ 

○：業務に関係するアクタ 

業務 

コード 
業務名 内容 

アクタ番号 

① ② ③ ④ ⑤

G1-1 
HEMS 利用者

登録 

HEMS 利用者を情報基盤に登録し、情報基

盤まで HEMS データが流通する状態にす

る。 

●  ○ ○  

G1-2 
HEMS 利用者

削除 

情報基盤に登録されている HEMS 利用者

の情報を削除し、HEMS データが情報基盤

まで流通しない状態にする。申し込み済み

の HEMS データ利活用サービスがある場

合は、当該 HEMS データ利活用サービス

の解約を通知する。 

●  ○ ○ ○

G2-1 
HEMS 利用者

属性データ変更 

HEMS 利用者が情報基盤上で HEMS デー

タ利活用サービスに必要とされる本人の

属性情報を変更する。 

●   ○  

G2-2 
サービス申し込

み 

HEMS 利用者が情報基盤上で HEMS デー

タ利活用事業者が提供するサービスへ申

し込みを行う。情報基盤は HEMS データ

利活用事業者とサービス申し込み情報を

連携する。 

●   ○ ○

G2-3 サービス解約 
HEMS 利用者が情報基盤上で HEMS デー

タ利活用事業者が提供するサービスの解
●   ○ ○
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業務 

コード 
業務名 内容 

アクタ番号 

① ② ③ ④ ⑤

約を行う。情報基盤は HEMS データ利活

用事業者とサービス解約情報を連携する。

G2-4 
利用者許諾項目

設定 

HEMS 利用者が情報基盤上で HEMS デー

タ利活用事業者へ流通させるデータ項目

に許諾設定を与える。 

●   ○  

G3-1 データ流通停止 
一時的に HEMS データ利活用事業者への

データ流通を全て停止する。 
○   ●  

G3-2 データ流通再開 
データ流通停止業務で停止したデータ流

通を再開する。 
○   ●  

G4-1 
HEMS データ

受信 

HEMS 管理事業者より HEMS データを受

信し、情報基盤内に格納する。 
  ● ○  

G5-1 

HEMS データ

利活用サービス

登録 

HEMS データ利活用事業者の提供サービ

ス情報を情報基盤に登録し、HEMS 利用者

がサービスに申し込みが行える状態とす

る。 

   ○ ●

G5-2 

HEMS データ

利活用サービス

変更 

HEMS データ利活用サービス情報を変更

する。 
   ○ ●

G5-3 

HEMS データ

利活用サービス

削除 

HEMS データ利活用サービス情報を削除

する。    ○ ●

G6-1 
利用者属性デー

タ提供 

HEMS データ利活用事業者からの HEMS

利用者属性データ取得要求を受けて該当

するデータを返却する。 
   ○ ●

G6-2 
HEMS データ

提供 

HEMS データ利活用事業者からの HEMS

データ取得要求を受けて該当するデータ

を返却する。 

   ○ ●

G6-3 

統 計 ・ 匿 名

HEMS データ

提供 

HEMS データ利活用事業者からの統計・匿

名 HEMS データ取得要求を受けて該当す

るデータを返却する。 

   ○ ●
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3.2 業務フロー 

 

 HEMS 利用者登録 3.2.1

 HEMS 管理事業者は、HEMS 利用者からの情報基盤の利用申し込みを受付し、HEMS

利用者宅に HEMS コントローラの設置と合わせて、情報基盤へ HEMS 利用者情報を登録

依頼する。情報基盤は、本処理後に当該 HEMS 利用者のデータを HEMS 管理事業者から

受信・蓄積することができる。HEMS データの受信については、HEMS データ受信の業務

フローで示す。 

 

 

図表 3-3 HEMS利用者登録の業務フロー 
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 HEMS 利用者削除 3.2.2

 HEMS 管理事業者は、HEMS 利用者からの解約依頼を受け付け、情報基盤へ解約を通知

する。情報基盤では、HEMS 利用者が既に申し込み中の HEMS データ利活用サービスが

ある場合は、当該のサービスの解約処理を行い、HEMS データ利活用事業者へ解約を通知

し、利用者情報の削除を実施する。HEMS データ利活用事業者は、本通知をトリガーに

HEMS 利用者に対するサービスの解約処理を行う。 

 

 

図表 3-4 HEMS利用者削除の業務フロー 
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 HEMS 利用者属性データ変更 3.2.3

 HEMS 利用者は、情報基盤のポータルサイトを通じて、HEMS データ利活用サービスに

必要な本人の利用者属性データを任意のタイミングで変更する。情報基盤では、当該利用

者が加入しているサービスの提供元であるHEMSデータ利活用事業者へ利用者属性データ

情報の変更を通知する。HEMS データ利活用事業者は、本通知をトリガーとして、情報基

盤に対して利用者属性データを取得することができる。 

 

 

図表 3-5 HEMS利用者属性データ変更の業務フロー 
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 サービス申し込み 3.2.4

 HEMS 利用者は、情報基盤のポータルサイトなどを通じて、HEMS データ利活用事業者

が提供するサービスへ申し込みを行う。情報基盤は、申し込みを受け付け、HEMS データ

利活用事業者へ当該利用者の申し込みを通知する。HEMS データ利活用事業者は、申し込

み処理を行い、処理完了後に情報基盤に対し完了を通知する。 

 

 

図表 3-6 サービス申し込みの業務フロー 
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 サービス解約 3.2.5

 HEMS 利用者は、情報基盤のポータルサイトなどを通じて、HEMS データ利活用事業者

が提供するサービスの解約を行う。情報基盤は、解約を受け付け、HEMS データ利活用事

業者へ当該利用者の解約を通知する。HEMS データ利活用事業者は、解約処理を行い、処

理完了後に情報基盤に対し完了を通知する。 

 

 

図表 3-7 サービス解約の業務フロー 
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 利用者許諾項目設定 3.2.6

 HEMS 利用者は、サービス申し込みを行うと同時に本人の HEMS データ・利用者属性

データに関して、どのデータ項目を HEMS データ利活用事業者に対して流通許諾を行うか

の設定を行う。HEMS データ・利用者属性データのうち許諾設定されたデータ項目のみが

HEMS データ利活用事業者へ流通するため、許諾設定した項目が申し込みしたサービスの

提供条件を満たさない場合は、サービス申し込みを否認する必要がある。 

 

 

図表 3-8  利用者許諾項目設定の業務フロー 
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 データ流通停止 3.2.7

 情報基盤上で情報漏洩などのインシデントを検知した場合、一時的に当該 HEMS 利用者

の HEMS データおよび利用者属性データの流通を停止させる必要がある。本停止処理後、

HEMS 利用者が加入している全ての HEMS データ利活用サービスからのデータ取得要求

は否認される。 

 

 

図表 3-9 データ流通停止の業務フロー 
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 データ流通再開 3.2.8

 「3.2.7 データ流通停止」で一時的に停止した HEMS データおよび属性情報のデータ流

通を再開する。本再開処理後、HEMS 利用者が加入している全ての HEMS データ利活用

サービスからのデータ取得要求は承認される。 

 

 

図表 3-10 データ流通再開の業務フロー 
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 HEMS データ受信 3.2.9

 HEMS コントローラが宅内で取得したデータは、一度 HEMS 管理事業者で蓄積された

後、HEMS 管理事業者から定期的に送信され、情報基盤上に蓄積される。 

 

 

図表 3-11 HEMSデータ受信の業務フロー 
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 HEMS データ利活用サービス登録 3.2.10

 HEMS データ利活用事業者からのサービス登録申請を受け、情報基盤上に HEMS デー

タ利活用サービスを登録する。本登録処理の完了後より、HEMS 利用者は登録されたサー

ビスへの申し込み処理が可能となり、HEMS データ利活用事業者は情報基盤提供の各種

API の呼び出しが可能となる。 

 

 

図表 3-12 HEMSデータ利活用サービス登録の業務フロー 
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 HEMS データ利活用サービス変更 3.2.11

 HEMS データ利活用事業者からのサービス変更申請を受け、情報基盤上の HEMS デー

タ利活用サービス情報を変更する。 

 

 

図表 3-13 HEMS データ利活用サービス変更の業務フロー 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 

 

19 
 

 HEMS データ利活用サービス削除 3.2.12

 HEMS データ利活用事業者からのサービス削除申請を受け、情報基盤上から HEMS デ

ータ利活用サービスを削除する。 

 

 

図表 3-14 HEMSデータ利活用サービス削除の業務フロー 
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 利用者属性データ提供 3.2.13

 HEMS データ利活用事業者は、必要なタイミングで情報基盤に利用者属性データの取得

要求を行う。情報基盤は、取得要求が正しい接続元からの要求かを判定し、正しい接続元

であれば、要求内容に基づいてデータを検索し、HEMS データ利活用事業者へ返却する。 

 

 

図表 3-15 利用者属性データ提供の業務フロー 

 



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS データ提供 3.2.14

 HEMS データ利活用事業者は、必要なタイミングで情報基盤に HEMS データの取得要

求を行う。情報基盤は、取得要求が正しい接続元からの要求かを判定し、正しい接続元で

あれば、要求内容に基づいてデータを検索し、HEMS データ利活用事業者へ返却する。 

 

 

図表 3-16 HEMSデータ提供の業務フロー 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 統計・匿名 HEMS データ提供 3.2.15

 HEMS データ利活用事業者は、必要なタイミングで情報基盤に統計・匿名 HEMS デー

タの取得要求を行う。情報基盤は、取得要求が正しい接続元からの要求かを判定し、正し

い接続元であれば、要求内容に基づいて生成された統計・匿名データを HEMS データ利活

用事業者へ返却する。 

 

 

図表 3-17 統計・匿名HEMSデータ提供の業務フロー 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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4. 機能設計 
4.1 外部機能 

 外部機能の抽出 4.1.1

前項の業務フローの処理・作業から本システムへ実装する機能を抽出して、「図表 4-1 ア

クタと番号の関係」に示す。また、図表内のアクタと番号との対応を「図表 4-2 業務から

抽出した外部機能一覧」に示す。 

 

図表 4-1 アクタと番号の関係 

アクタ 番号 

HEMS 利用者 ① 

HEMS コントローラ ② 

HEMS 管理事業者 
オペレータ ③ 

システム ④ 

情報基盤 
オペレータ ⑤ 

システム ⑥ 

HEMS データ利活用事業者 
オペレータ ⑦ 

システム ⑧ 

 

図表 4-2 業務から抽出した外部機能一覧 

業務 

コード 
業務名 作業・処理 外部機能名 

機能 

提供先

G1-1 HEMS 利用者登録 
登録受付 カスタマーコントロール ⑤ 

利用者情報登録 HEMS 利用者登録 ④ 

G1-2 HEMS 利用者削除 

解約受付 カスタマーコントロール ⑤ 

利用者情報削除 
HEMS 利用者削除 ④ 

HEMS 利用者状態変更通知 ⑧ 

G2-1 
HEMS 利用者属性

データ変更 

利用者属性 

データ変更 

利用者ポータル ① 

HEMS 利用者状態変更通知 ⑧ 

G2-2 サービス申し込み 

サービス 

申し込み受付 

利用者ポータル ① 

HEMS 利用者状態変更通知 ⑧ 

サービス 

申し込み完了 
サービス利用者状態変更 ⑧ 

G2-3 サービス解約 

サービス 

解約受付 
利用者ポータル ① 

サービス サービス利用者状態変更 ⑧ 



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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業務 

コード 
業務名 作業・処理 外部機能名 

機能 

提供先

解約完了 

G2-4 
利用者許諾項目設

定 
許諾項目設定 利用者ポータル ① 

G3-1 データ流通停止 データ流通停止 カスタマーコントロール ⑤ 

G3-2 データ流通再開 データ流通再開 カスタマーコントロール ⑤ 

G4-1 HEMS データ受信 
HEMS データ受

信・蓄積 
HEMS データ登録 ④ 

G5-1 
HEMS データ利活

用サービス登録 

登録受付 

カスタマーコントロール 

 

⑤ 

 

HEMS データ利

活用サービス登

録 

G5-2 
HEMS データ利活

用サービス変更 

変更受付 

カスタマーコントロール ⑤ 
HEMS データ利

活用サービス変

更 

G5-3 
HEMS データ利活

用サービス削除 

削除受付 

カスタマーコントロール 

 

⑤ 

 

HEMS データ利

活用サービス削

除 

G6-1 
利用者属性データ

提供 

認証・データ検索
利用者属性データ提供 ⑧ 

データ生成・返却

G6-2 HEMS データ提供 
認証・データ検索

HEMS データ提供 ⑧ 
データ生成・返却

G6-3 
統計・匿名 HEMS

データ提供 

認証・データ検索
統計・匿名 HEMS データ提供 ⑧ 

データ生成・返却

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 機能ブロック図 4.1.2

 前項で抽出した外部機能を「図表 4-3 情報基盤の機能ブロック図」に示す。 

 

図表 4-3 情報基盤の機能ブロック図 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 外部機能一覧 4.1.3

前項で抽出した外部機能を「図表 4-4 外部機能一覧」に示す。 

 

図表 4-4 外部機能一覧 

アクタ 機能 

コード 

外部機能名 内容 

HEMS 

管理事業者 

K1-1 HEMS 利用者登録 HEMS 利用者を情報基盤に登録

する機能 

K1-2 HEMS 利用者削除 HEMS 利用者を情報基盤から削

除する機能 

K1-3 HEMS データ登録 HEMS データを情報基盤に登録

する機能 

HEMS データ

利活用事業者 

情報基盤オペ

レータ 

K2-1 HEMS 利用者状態変更通

知 

HEMS 利用者の属性情報やサー

ビスの申し込み受付状態の変更を

通知する機能 

K2-2 サービス利用者状態変更 HEMS 利用者のサービス申し込

み状態を確定する機能 

K2-3 利用者属性データ提供 HEMS 利用者の属性データを提

供する機能 

K2-4 HEMS データ提供 HEMS 利用者の HEMS データを

提供する機能 

K2-5 統計・匿名 HEMS データ提

供 

統計・匿名 HEMS データを提供

する機能 

情報基盤オペ

レータ 

 

K3-1 HEMS データ利活用サー

ビス登録・変更・削除 

HEMS データ利活用事業者の情

報を情報基盤に登録・変更・削除

する機能 

K3-2 HEMS 利用者登録・削除 HEMS 利用者を登録・削除する機

能 

K3-3 データ流通停止・再開 HEMS 利用者の属性データおよ

び HEMS データの流通を停止・

再開する機能 

HEMS 利用者 

 

K4-1 HEMS 利用者属性データ

変更 

本人の属性データを登録・変更・

削除する機能 

K4-2 利用者許諾項目設定 本人のサービスに対する許諾項目

の設定を行う機能 
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アクタ 機能 

コード 

外部機能名 内容 

K4-3 サービス申し込み・解約 本人のサービスに対する申し込

み・解約を行う機能 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 外部機能詳細 4.1.4

「図表 4-4 外部機能一覧」で示した各機能の詳細を以下に示す。 

 

 HEMS 利用者登録 4.1.4.1.

HEMS 利用者登録の機能詳細を示す。 

 

図表 4-5  HEMS利用者登録機能の詳細 

外部機能コード K1-1 

外部機能名 HEMS 利用者登録 

トリガ HEMS 管理事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS 管理事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証トークン 

HEMS 利用者属性データ 

処理内容 （1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS 管理事

業者の認証を行う 

（2） 入力のHEMS-IDを持つHEMS利用者属性データを情報基盤に

登録する。 

出力 登録結果 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS 利用者削除 4.1.4.2.

HEMS 利用者削除の機能詳細を示す。 

 

図表 4-6  HEMS利用者削除機能の詳細 

外部機能コード K1-2 

外部機能名 HEMS 利用者削除 

トリガ HEMS 管理事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS 管理事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証トークン 

HEMS-ID 

処理内容 （1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS 管理事

業者の認証を行う 

（2） 入力の HEMS-ID の HEMS 利用者を情報基盤から削除する。 

出力 削除結果 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS データ登録 4.1.4.3.

HEMS データ登録の機能詳細を示す。 

 

図表 4-7  HEMSデータ登録機能の詳細 

外部機能コード K1-3 

外部機能名 HEMS データ登録 

トリガ HEMS 管理事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS 管理事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証トークン 

HEMS データ 

処理内容 （1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS 管理事

業者の認証を行う 

（2） 入力の HEMS データを情報基盤に登録する。 

出力 登録結果 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS 利用者状態変更通知 4.1.4.4.

HEMS 利用者状態変更通知の機能詳細を示す。 

 

図表 4-8  HEMS利用者状態変更通知機能の詳細 

外部機能コード K2-1 

外部機能名 HEMS 利用者状態変更通知 

トリガ 情報基盤 

対応する外部 IF 名 HEMS データ利活用事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 HEMS 利用者状態 

処理内容 【HEMS 利用者の属性変更通知の場合】 

（1） 情報基盤内の HEMS 利用者の属性の変更を検知する。 

（2） 対象のHEMS利用者がサービス申し込みを行っているサービス

を抽出する。 

（3） （2）のすべてのサービスに HEMS 利用者のサービス連携 ID と

属性変更を通知する。 

【サービス契約状態の変更通知の場合】 

（1） 情報基盤内の HEMS 利用者のサービスの申し込み受付・解約受

付状態への変更を検知する。 

（2） 対象のサービスに HEMS 利用者のサービス連携 ID とサービス

契約状態を通知する。 

出力 通知受付結果 
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参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 サービス利用者状態変更 4.1.4.5.

サービス利用者状態変更の機能詳細を示す。 

 

図表 4-9  サービス利用者状態変更機能の詳細 

外部機能コード K2-2 

外部機能名 サービス利用者状態変更 

トリガ HEMS データ利活用事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS データ利活用事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証状態 

サービス契約状態 

処理内容 （1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS データ

利活用事業者の認証を行う。 

（2） 入力のサービス連携 ID の HEMS 利用者のサービス契約状態を

指定された契約状態に更新する。 

出力 変更結果 

 



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 利用者属性データ提供 4.1.4.6.

利用者属性データ提供の機能詳細を示す。 

 

図表 4-10  利用者属性データ提供機能の詳細 

外部機能コード K2-3 

外部機能名 利用者属性データ提供 

トリガ HEMS データ利活用事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS データ利活用事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証トークン 

サービス連携 ID（オプション） 

処理内容 【HEMS 利用者指定の場合】 

（1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS データ

利活用事業者の認証を行う。 

（2） 入力のサービス連携 ID の HEMS 利用者の属性データを検索す

る。 

（3） 入力のサービス連携 ID の利用者許諾項目設定を検索する 

（4） (2)の属性データを(3)の許諾結果と照合し、許諾のある項目のみ

を抽出する。 

（5） (4)の結果を返却する。 

 

【サービス指定の場合】 

（1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS データ

利活用事業者の認証を行う。 

（2） 指定されたサービスに属するすべてのHEMS利用者の属性デー

タを検索する。 

（3） 検索結果を返却する。 

出力 HEMS 利用者属性データ 

 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS データ提供 4.1.4.7.

HEMS データ提供の機能詳細を示す。 

 

図表 4-11  HEMSデータ提供機能の詳細 

外部機能コード K2-4 

外部機能名 HEMS データ提供 

トリガ HEMS データ利活用事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS データ利活用事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証トークン 

時間範囲 

サービス連携 ID（オプション） 

処理内容 【HEMS 利用者指定の場合】 

（1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS データ

利活用事業者の認証を行う。 

（2） 入力のサービス連携 ID の HEMS 利用者の HEMS データを指

定された時間範囲内で検索する。 

（3） 入力のサービス連携 ID の利用者許諾項目設定を検索する。 

（4） (2)の HEMS データを(3)の許諾結果と照合し、許諾のある項目

のみを抽出する。 

（5） (4)の結果を返却する。 

 

【サービス指定の場合】 

（1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS データ

利活用事業者の認証を行う。 

（2） 指定されたサービスに属するすべての HEMS 利用者の HEMS

データを指定された時間範囲内で検索する 

（3） 指定されたサービスに属するすべてのHEMS利用者の利用者許

諾項目設定を検索する 

（4） (2)の HEMS データを(3)の許諾結果と照合し、許諾のある項目

のみを抽出する 

（5） (4)の結果を返却する 

出力 HEMS データ 
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 統計・匿名 HEMS データ提供 4.1.4.8.

統計・匿名 HEMS データ提供の機能詳細を示す。 

 

図表 4-12  統計・匿名HEMSデータ提供機能の詳細 

外部機能コード K2-5 

外部機能名 統計・匿名 HEMS データ提供 

トリガ HEMS データ利活用事業者 

対応する外部 IF 名 HEMS データ利活用事業者向け API 

外部 IF 形式 WEB-API 

入力 認証トークン 

統計・匿名データ名 

処理内容 （1） HTTPS リクエスト内の認証トークンを用いて、HEMS データ

利活用事業者の認証を行う。 

（2） 入力の日時・地域・住宅区分・家族構成と一致する統計・匿名

ファイルを検索する。 

（3）  (2)の結果を返却する。 

出力 統計・匿名データ 

  



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS データ利活用サービス登録・変更・削除 4.1.4.9.

HEMS データ利活用サービス登録・変更・削除の機能詳細を示す。 

 

図表 4-13 HEMSデータ利活用サービス登録・変更・削除機能の詳細 

外部機能コード K3-1 

外部機能名 HEMS データ利活用サービス登録・変更・削除 

トリガ 情報基盤オペレータ 

対応する外部 IF 名 カスタマーコントロール IF 

外部 IF 形式 WEB 画面 

入力 HEMS データ利活用サービス情報 

処理内容 （1） 入力の HEMS データ利活用サービス情報の登録・変更・削除を

行う 

出力 なし 
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参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 HEMS 利用者登録・削除 4.1.4.10.

HEMS 利用者登録・削除の機能詳細を示す。 

 

図表 4-14  HEMS利用者登録・削除機能の詳細 

外部機能コード K3-2 

外部機能名 HEMS 利用者登録・削除 

トリガ 情報基盤オペレータ 

対応する外部 IF 名 カスタマーコントロール IF 

外部 IF 形式 WEB 画面 

入力 HEMS 利用者情報 

処理内容 （1） 入力の HEMS 利用者情報を用いて、HEMS 利用者を登録・削

除を行う。 

（2） 「4.1.4.4 HEMS 利用者状態変更通知」を呼び出す。 

出力 なし 
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参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 
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 データ流通停止・再開 4.1.4.11.

データ流通停止・再開の機能詳細を示す。 

 

図表 4-15  データ流通停止・再開機能の詳細 

外部機能コード K3-3 

外部機能名 データ流通停止・再開 

トリガ 情報基盤オペレータ 

対応する外部 IF 名 カスタマーコントロール IF 

外部 IF 形式 WEB 画面 

入力 HEMS-ID 

処理内容 （1） 入力のHEMS-IDをもつHEMS利用者の流通状態を流通停止状

態・流通許可状態に変更する。 

出力 なし 
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 HEMS 利用者属性データ変更 4.1.4.12.

HEMS 利用者属性データ変更の機能詳細を示す。 

 

図表 4-16  HEMS利用者属性データ変更機能の詳細 

外部機能コード K4-1 

外部機能名 HEMS 利用者属性データ変更 

トリガ HEMS 利用者 

対応する外部 IF 名 利用者ポータル 

外部 IF 形式 WEB 画面 

入力 HEMS 利用者属性情報 

処理内容 （1） 入力の HEMS 利用者属性情報で HEMS 利用者の属性情報を変

更する。 

（2） 「4.1.4.4 HEMS 利用者状態変更通知」を呼び出す。 

出力 なし 
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 利用者許諾項目設定 4.1.4.13.

利用者許諾項目設定の機能詳細を示す。 

 

図表 4-17 利用者許諾項目設定機能の詳細 

外部機能コード K4-2 

外部機能名 利用者許諾項目設定 

トリガ HEMS 利用者 

対応する外部 IF 名 利用者ポータル 

外部 IF 形式 WEB 画面 

入力 サービス ID、利用者許諾項目設定 

処理内容 （1） 入力の利用者許諾項目設定情報で対象サービスに対する利用者

許諾項目設定を更新する。 

出力 なし 
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 サービス申し込み・解約 4.1.4.14.

サービス申し込み・解約の機能詳細を示す。 

 

図表 4-18 サービス申込・解約機能の詳細  

外部機能コード K4-3 

外部機能名 サービス申し込み・解約 

トリガ HEMS 利用者 

対応する外部 IF 名 利用者ポータル 

外部 IF 形式 WEB 画面 

入力 サービス ID、利用者許諾項目設定 

処理内容 【サービス申し込みの場合】 

（1） 選択されたサービスのサービス契約情報を生成し、サービス申

し込み状態を申し込み受付状態とする。 

（2） 選択されたサービスに対する利用者許諾項目設定を登録する。 

（3） 「4.1.4.4 HEMS 利用者状態変更通知」を呼び出す。 

 

【サービス解約の場合】 

（1） 選択されたサービスのサービス契約情報を削除する。 

（2） 「4.1.4.4 HEMS 利用者状態変更通知」を呼び出す。 

出力 サービス申し込み・解約結果 
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5. データモデル設計 
5.1 ID 設計 

 HEMS 管理事業者は HEMS 利用者単位に HEMS-ID を払い出し、情報基盤が HEMS-ID

と対応するサービス連携 ID をサービス単位に払い出すことで両 ID の関連付けを行う。

HEMS-ID とサービス連携 ID の関連を「図表 5-1 HEMS-ID とサービス連携 ID の関連」

に図示する。 

この方式により、HEMS データ利活用事業者が、異なるサービス間で同一の利用者を特

定することを防止している。これは、HEMS 利用者が HEMS データおよびプライバシー

データを第三者へ提供する認可設定をサービス単位に行っているため、認可していない情

報が IDで名寄せされることにより、目的外のサービスに利用されることを防ぐためである。 

 

 

図表 5-1 HEMS-IDとサービス連携IDの関連 
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5.2 エンティティ定義 

 本システムで取り扱うエンティティの関連を「図表 5-2 ER 図」に図示する。各エンテ

ィティおよび要素は、例として記載しているものであり、他のエンティティ定義を制限す

るものではない。 

 

 

図表 5-2 ER図 

 

 HEMS データ 5.2.1

 HEMS データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-3 HEMSデータの定義 

No. 要素 内容 

1 HEMS-ID HEMS 管理事業者が付与した HEMS 利用者を一意に識

別する ID。 

2 データ測定日時 ECHONET Lite データが宅内で測定された日時。 

3 データ蓄積日時 ECHONET Lite データが情報基盤に蓄積された日時。 

4 ノード識別子 HEMS コントローラが機器を一意に識別する ID。 

5 ECHONET Lite デー

タ 

ECHONET Lite 形式の測定データ。 

 

 

 

 HEMS 利用者属性データ 5.2.2

 HEMS 利用者属性データのエンティティ定義を以下に示す。 
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図表 5-4 HEMS利用者属性データの定義 

No. 要素 内容 

1 HEMS-ID HEMS 管理事業者が付与した HEMS 利用者を一意に識

別する ID。 

2 ポータル ID HEMS 利用者が利用者ポータルでログインするための

ID。 

3 ポータルパスワード HEMS利用者が利用者ポータルでログインするためのパ

スワード。 

4 属性データ HEMS 利用者の属性データ。HEMS データ利活用サービ

スに提供される情報。 

5 データ流通停止状態 HEMS 利用者の属性データおよび HEMS データの

HEMS データ利活用事業者への流通停止の状態。 

 

 サービス契約情報 5.2.3

サービス契約情報データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-5 サービス契約情報の定義 

No. 要素 内容 

1 HEMS-ID HEMS 管理事業者が付与した HEMS 利用者を一意に識

別する ID。 

2 サービス連携 ID HEMS 利用者のサービス契約を一意に識別する ID。 

3 サービス ID サービス契約先の ID。 

4 許諾情報 サービスに対するデータ項目別の許諾情報 

5 サービス契約状態 サービス契約の状態。 

 

 HEMS 管理事業者情報 5.2.4

HEMS 管理事業者情報データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-6 HEMS管理事業者情報の定義 

No. 要素 内容 

1 HEMS 管理事業者 ID HEMS 管理事業者を一意に識別する ID。 

2 事業者名 HEMS 管理事業者名。 

3 認証トークン HEMS管理事業者システムが情報基盤に接続するための

認証情報。 
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 HEMS データ利活用事業者情報 5.2.5

HEMS データ利活用事業者情報データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-7 HEMSデータ利活用事業者情報の定義 

No. 要素 内容 

1 HEMS データ利活用事

業者 ID 

HEMS データ利活用事業者を一意に識別する ID。 

2 事業者名 HEMS データ利活用事業者名。 

 

 サービス情報 5.2.6

サービス情報データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-8 サービス情報の定義 

No. 要素 内容 

1 サービス ID HEMS データ利活用サービスを一意に識別する ID。 

2 サービス情報 サービスに関する情報（サービス名、サービス説明、サ

ービスの URL 等） 

3 サービス利用項目 サービスの利用に必要な HEMS 利用者の属性情報およ

び HEMS データの項目 

4 認証トークン HEMS データ利活用事業者システムが情報基盤に接続

し、サービスの契約利用者の属性情報および HEMS デー

タを取得するための認証情報。 

5 HEMS 利用者状態変更

通知先 

サービス契約利用者の属性情報の変更および、サービス

に対する申し込み・解約の状態変更があった場合の通知

先情報 

 

 

 オペレータ情報 5.2.7

オペレータ情報データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-9 オペレータ情報の定義 

No. 要素 内容 

1 オペレータ ID オペレータが情報基盤にログインするための ID。 

2 パスワード オペレータが情報基盤にログインするためのパスワー

ド。 

3 権限 オペレータが操作できる機能の範囲を示す権限情報。 
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 統計 HEMS データ 5.2.8

統計 HEMS データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-10 統計HEMSデータの定義 

No. 要素 内容 

1 統計 HEMS データ 電力使用量をセグメント別に平均化したデータ 

 

 匿名 HEMS データ 5.2.9

匿名 HEMS データのエンティティ定義を以下に示す。 

 

図表 5-11 匿名HEMSデータの定義 

No. 要素 内容 

1 匿名 HEMS データ 電力使用量をセグメント別に匿名化したデータ 
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6. システムアーキテクチャ設計 
6.1 システム方式 

 システム全体構成 6.1.1

本システムで採用した情報基盤システムの全体論理アーキテクチャを下記に示す。 

 

 

図表 6-1 システム全体アーキテクチャ 

 

 

 クライアント‐サーバアクセス方式 6.1.2

 HEMS 利用者、事業者システムとのオンライン処理が必要な場合は、以下に示す WEB

三層モデルに基づいたアーキテクチャを採用した。 

 

 
図表 6-2 クライアント‐サーバアクセス方式 

 

対象となる外部 IF HEMS 管理事業者向け IF、HEMS データ利活用事業者向け

IF、利用者ポータル画面、カスタマーコントロール画面 
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 DB 方式設計 6.1.3

 HEMS データ 6.1.3.1.

HEMS データは、直近数日分のデータとそれ以前のデータで HEMS データ利活用事業

者のサービスでの利用価値が大きく異なり検索頻度、要求される性能が異なることが想定

される。よって、直近の小容量のデータをキャッシュ DB サーバに保存し、直近データも

含めたすべての HEMS データをデータ DB サーバに保持するアーキテクチャとした。 

 

 

図表 6-3 HEMSデータのDBアーキテクチャ 

 

 HEMS 利用者属性データ・その他 6.1.3.2.

HEMS 利用者属性データは、データの一貫性を保つ必要があるためリレーショナル DB

に保持するアーキテクチャとした。 

 

 
図表 6-4 HEMS利用者属性データのDBアーキテクチャ 
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 冗長化方式 6.1.4

 n+1 構成 6.1.4.1.

 事業者や利用者とのオンライン処理の通信を行うサーバについては、より高い可用性を

確保するため、n+1 構成のアーキテクチャを採用した。 

 

図表 6-5 n+1構成のアーキテクチャ 

 

 

 

 Act-Stb 構成 6.1.4.2.

 分散システムの構成が取れないサーバについては、Act-Stb 構成を採用し一重障害に対す

る可用性を確保する構成とした。 

 

 

図表 6-6 Act-Sby構成のアーキテクチャ 

 

 

対象となるサーバ Web サーバ、各種 AP サーバ 

対象となるサーバ キャッシュ DB サーバ、管理 DB サーバ 
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 負荷分散方式 6.1.5

 システム間の負荷分散方式 6.1.5.1.

事業者システムとの対話はステートレスな処理であるため、負荷分散装置で均等に分散

し、パーシステンスは実施しない構成とした。 

 
図表 6-7 システム間の負荷分散方式 

 

 利用者・オペレータ向けサービスの負荷分散方式 6.1.5.2.

利用者・オペレータ向けのサービスは、WEB 画面による提供となるため、負荷分散装置

にて HTTP スティッキーセッションを用いたパーシステンスをとる構成とした。HTTP セ

ッションが存在する期間は同一サーバへの振り分けを行う。 

 

 
図表 6-8 利用者・オペレータ向けサービスの負荷分散方式 

 

 DB の負荷分散方式 6.1.5.3.

（1） HEMS データ（アーカイブデータ） 

HEMS データのアーカイブデータは、大量のデータの書き込み、参照が必要なため

分散 DB を採用した。書き込み時にデータキーにより書き込み箇所を分散することに

より、書き込みの並列・高速化を実施し、参照時も複数サーバから分散読み込みを行
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うことにより検索速度の向上が見込める構成とした。 

 

 

図表 6-9 HEMSデータのDB負荷分散方式 

 

 

（2） パーソナルデータ・その他 

  パーソナルデータを始め、HEMS データ以外のエンティティはデータの一貫性および処

理のトランザクションを保つ必要があるためリレーショナルデータベースを採用した。負

荷分散は、参照時のみを対象とし、検索クエリ毎に分散して読み込み処理が分散する構成

とした。更新時は DB の一貫性を保つために負荷分散構成とはせず、複数サーバへの同期

書き込みにてデータの一貫性を担保している構成とした。 

 

図表 6-10 パーソナルデータ・その他データのDBの負荷分散方式 
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6.2 データ保存設計 

  情報基盤の HEMS データの保存期間を下記に示す。 

 

図表 6-11 HEMSデータの保存期間 

No. 項目名 保存期間 備考 

1 HEMS データ 

（キャッシュ） 

直近 48 時間 キャッシュ DB に保存のデータ 

2 HEMS データ 

（アーカイブ） 

2 年間 データ DB に保存のデータ 

3  統計匿名データ 2 年間 ファイル保存のデータ 

4 その他データ 永久 RDB に保存のデータ 

 

HEMS データのキャッシュ期間は 48 時間とした。これは HEMS データ利活用事業者の

うち最長間隔で取得する事業者が 1 日間隔であったため、その習得処理が高速に検索でき

ることを目的として設定した。 

HEMS データのアーカイブデータ、統計匿名データは実証事業のすべてのデータが参照

できるよう 2 年間とした。 

その他の RDB 保存のデータ（パーソナルデータ、契約情報等の管理情報）は、該当デー

タを指定した削除処理を行わない限り、永久保存とした。 

 

6.3 キャパシティ設計 

 情報基盤のキャパシティ設計について下記に示す。 

 

図表 6-12 HEMSデータの保存期間 

No. 項目名 値 備考 

1 HEMS データ 

（JSON フォーマット） 

550 バイト 最もサイズの大きい低圧スマート

電力量メータクラスを想定 

2 HEMS データ取得間隔 1 分間隔 最も間隔の狭い HEMS 管理事業

者を想定 

3  HEMS 利用者数 1.5 万人  

4 HEMSデータキャシュDB論

理サイズ 

約 22GB 550Byte×60 分×48 時間×1.5 万

人 

5 HEMS データアーカイブ DB

論理サイズ 

約 7.9TB 550Byte×60分×24時間×365日

×2 年×1.5 万人 
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6.4 性能設計 

  情報基盤の HEMS データの流通性能は、以下の測定箇所ごとに性能指標を設けて設定し

た。 

 

 

図表 6-13 データ流通性能指標値の設定箇所 

 

図表 6-14 データ流通の性能指標値 

No. 項目名 性能担保事業者 指標値 

① データ受信遅延 HEMS 管理事業者 20 分以内（目標値） 

② 内部処理遅延 情報基盤 5 分以内 

③  データ提供遅延 情報基盤 指定期間の 1/3 の以内 

（1 万 5 千人加入のサービスの場合）

 

「①データ受信遅延」は、HEMS コントローラが取得した HEMS データを情報基盤に送

信するまでの時間となり、各HEMS管理事業者にて性能を担保すべき箇所として定義した。

ただし、各 HEMS 管理事業者の既存のサービスレベルが各社異なるため、指標値について

は目標値として定義した。 

  「②内部処理遅延」は、情報基盤が HEMS データを受信してから、そのデータを HEMS

データ利活用事業者に引き渡せるようになるまでの時間として定義した。 

  「③データ提供遅延」は、HEMS データ利活用事業者のデータ取得 API が呼ばれてから

応答を返し終わるまでの応答時間を規定した。応答時間は、サービスの加入人数、および、

検索クエリのデータの指定期間により大きく依存するため、今回の実証事業の最大利用者

数である 15000 人を対象に、期間指定の時間の 1/3 内に返せることを指標値とした。 

   これは、何らかの要因によりデータ取得が失敗し、再度リトライ処理を必要としても、

次回取得までに十分余裕のある時間の確保を目的としたためである。 
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6.5 セキュリティ設計 

情報基盤で採用したセキュリティ要件を示す。 

 

図表 6-15 セキュリティ要件 

No. カテゴリ 項目 内容 

1 認証 事業者向け 認証情報を用いて対象者の認証を行えること。 

認証情報は必要に応じて任意のタイミングで無効

化・再開が可能であること。 

2 利用者向け 

オペレータ向け

認証情報を用いて対象者の認証を行えること。 

認証パスワードは対象者が任意のタイミングで変

更できること。 

認証パスワードは以下の要件を満たすこと。 

・文字数：8 文字以上 

・推測されやすいパスワードの排除：ID と同一、

数字のみ、前回のパスワードと同一、すべて同じ文

字列の禁止 

・ロック機能：複数回認証を失敗した場合、該当ア

カウントのログインを抑止すること 

認証情報は必要に応じて任意のタイミングで無効

化・再開が可能であること。 

3 認可 事業者向け 認証結果により対象者を特定し、対象者に許可され

たリソースのみへの参照・更新・削除を許可するこ

と。 

4 利用者向け 認証結果により対象者を特定し、対象者に許可され

たリソースのみへの参照・更新・削除を許可するこ

と。 

5 オペレータ向け 対象者毎に権限を設定できること。 

認証結果により対象者を特定し、対象者に付与され

た権限に許可されたリソースのみへの参照・更新・

削除を許可すること。 

6 データ秘

匿 

事業者向け 

オペレータ向け

事業者拠点・オペレータ拠点との接続は VPN 接続

とし、個人情報を含む通信は HTTPS 等の暗号化プ

ロトコルを用いること。 

7 利用者向け 利用者ブラウザからのアクセスは HTTPS 等の暗

号化プロトコルを用いること。 
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8 アルゴリズム 暗号化に用いるアルゴリズムは採用時点で危殆化

のおそれがないアルゴリズムを採用すること。 

9 秘匿化 各種パスワード、認証トークンを永続領域に保存す

る場合は、不可逆暗号化して保管すること。 

10 不正追跡 ‐ 情報基盤に対するアクセス・各種操作はアクセスロ

グとして記録・保存し、不正操作を追跡できること。

11 ネットワ

ーク対策 

ネットワーク制

御 

外部に公開するサーバについては、サービスで使用

するポート以外は閉塞すること。 

外部システムとの通信、サブシステム間通信につい

ては、あらかじめ設計された通信のみを FW 等の

装置により許容すること。 

12 不正検知・防衛 IPS／IDS 装置を設置し、Dos 攻撃等の不正な攻撃

を検知・監視し、防御措置が取れること。また、そ

の記録をログとして確認できること。 

13 ウィルス

対策 

‐ システムを構成するサーバにはウィルス対策ソフ

トを導入し、リアルタイムスキャン/フルスキャン

を実行できること。 

ウィルス対策ソフトは、適切なタイミングでウィル

ス検知エンジン、定義ファイルを更新できること。

ウィルスが検知された場合は、自動的に隔離できる

こと。また、その記録をログとして確認できること。

14 脆弱性対

策 

OS/ミドルウェ

ア/ライブラリ 

システム内で利用される OS/ミドルウェア/ライブ

ラリのバージョンを管理し、脆弱性が発見された場

合は、協議の上、バージョンアップ等の対策が行え

る構成とすること。 

15 不正入力対策 アプリケーションの実装にあたっては以下の対策

を行うこと。 

・SQL インジェクションの抑止 

・コメンドインジェクションの抑止 

・ディレクトリトラバーサルの抑止 

・パラメータ改ざんの抑止 

・クロスサイトスクリプティングの抑止 

・バッファオーバーフローの抑止 

16 なりすまし対策 アプリケーションの実装にあたっては以下の対策

を行うこと。 

・セッションハイジャック対策 
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17 CSRF 対策 アプリケーションの実装にあたっては以下の対策

を行うこと。 

・CSRF 対策 

18 脆弱性攻撃の防

衛 

WAF 装置を設置し、アプリケーションレイヤの攻

撃を検知し、自動的に防御措置がとれること。 

また、その記録をログとして確認できること。 
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7. API 性能評価 
本章では、平成 27 年度「HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書」

（以下、標準 API）の実装モジュールの実測による適応評価と、大規模ユーザ数対応のた

めの適応性予測評価を行う。 

 

7.1 評価目的 

本書記載のシステムは平成 26 年度に事業者間のインタフェースを規定し、それを実装・

構築し、平成 27 年度にかけて「大規模ＨＥＭＳ情報基盤」（以下、本システム）として運

用を行った。 

ここでは、本システムで採用した標準 API 実装の実測を行い、実装適応性の評価を行う。

また、今後の HEMS 利用者数の拡大を見据えて、標準 API としてどの程度の規模の利用者・

収集データを扱えるかの許容範囲を評価し、参考情報とする。 

上記の考えにより、API 性能評価として以下を実施することとする。 

  ・評価① 実証事業システムへの適応評価 

  ・評価② HEMS 利用者増加に対する適応予測評価 

 

7.2 評価方法 

 評価対象 7.2.1

標準 API に規定されている API の種別は図表 7-1 に記載の 2 種類となる。このうち、

「HEMS データ取得インタフェース」を以下の理由から評価対象とする。 

「HEMS データ取得インタフェース」は、シームレスに HEMS 管理事業者経由で送信

される大量の HEMS 収集データの中から、HEMS データ利活用事業者が要求する検索条

件に合致するHEMS収集データを利用者のサービス申込状況や認可状況に応じて適切にフ

ィルタリング行う必要があり、かつ、データ提供にはリアルタイム性が求められる性格が

ある。 

本システムでも、上記の要件を満たすべくデータ蓄積には分散型アーキテクチャを採用

し、十分な蓄積性能を確保した。また、検索応答を確保するために「HEMS データ取得イ

ンタフェース」の検索条件に最適化したデータ構造を持つKey-Value型のDBを採用した。 

一方、「利用者属性データ提供インタフェース」は、利用者の属性を扱うもので、ユース

ケースとしては、サービス加入時や基盤上の属性情報が変更されたタイミングで、該当利

用者の属性情報を利用者個別に取得することを想定している。よって、頻度・取得量とも

に相対的には低く、一般的なリレーショナル DB を用いた WEB アプリケーションで対応可

能である。（本システムでもリレーショナル DB を使ったシステムとして実現した。） 
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図表 7-1 標準APIの種別 

No. インタフェ

ース名 

説明 データ件数 

1 HEMS デー

タ取得イン

タフェース 

HEMS 収集データを提供する。 

HEMS 収集データは、ECHONET Lite

オブジェクトからHEMSコントローラ

が受領した応答電文のデータである。 

HEMS 収集データの単位は、1 つの

ECHONET Lite オブジェクトが、1 台

のHEMSコントローラに対して 1回の

応答した電文単位とする。 

基盤上に収容された HEMS

利用者数、および利用者が持

つ HEMS 機器、各 HEMS 機

器の測定頻度、HEMS データ

の蓄積期間の積 

2 利用者属性

データ提供

インタフェ

ース 

利用者属性データを提供する。 

利用者属性データは、HEMS 利用者の

属性情報である。 

利用者属性データの単位は、1 人の

HEMS 利用者毎とする。 

基盤上に収容された HEMS

利用者数と同数 

 

 評価環境 7.2.2

評価にあたっては、本システムで採用したモジュールをベースとして評価を行った。 

評価環境は、本システムと同じアーキテクチャとし、「HEMS データ取得インタフェース」

の評価に必要なサブシステムだけ抜き出した縮小構成をクラウド環境に構築した。評価環

境システム構成を図表 7-2 に示す。 

 

 

図表 7-2 性能評価環境 
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 評価条件 7.2.3

評価条件を図表 7-3 に示す。 

HEMS 利用者数は、「評価① 実証事業システムへの適応評価」では、本実証事業の利用

者数と同程度の 1.5 万人として測定した。 

「評価② HEMS 利用者増加に対する適応予測評価」では、HEMS 利用者数の変動によ

る影響を評価するため、実証事業の利用者数 1.5 万人を最小数として 100 万人までを予測

評価する。 

利用者の持つ HEMS 機器保持数、HEMS 機器あたりのプロパティ数は、本実証事業で

利用された平均数を用いた。 

各 HEMS 機器の測定間隔は、実証事業においては HEMS 管理事業者により異なるもので

あったが、最もデータ密度が高くなる最小間隔の 1 分で測定した。 

データの蓄積期間は、評価対象の API においてもっとも長い期間が指定できる HEMS 利

用者指定の API が 30 日間であったため、これを測定できる条件として 30 日間の蓄積デー

タに対して測定を行った。 

 

図表 7-3 評価条件 

No. 項目 値 備考 

1 HEMS 利用者数 1.5- 

100 万人

「評価① 実証事業システムへの適応評価」では

実証事業と同等の 1.5 万人で評価 

「評価② HEMS 利用者増加に対する適応予測評

価」では人数を変動させて評価 

2 1 人あたりの

HEMS 機器保持数 

2 台 実証事業中の全 HEMS 管理事業者が対応した下記

2 機種を想定 

・スマートメータ（低圧スマートメータ） 

・クランプ（分電盤メータリングクラス） 

3 HEMS 機器の保持

プロパティ数 

平均3個 実証事業中の全 HEMS 管理事業者の必須項目とし

て設定した下記のプロパティを想定 

・低圧スマートメータ： 

積算電力量有効桁数[0xD7] 

積算電力量計測値（正方向計測値）[0xE0] 

積算電力量単位[0xE1] 

積算電力量計測値（逆方向計測値）[0xE3] 

・分電盤メータリングクラス： 

積算電力量計測値（正方向計測値）[0xC0] 

積算電力量単位[0xC2] 

4 HEMS 機器のデー 1 分 実証事業中の HEMS 管理事業者の測定間隔のうち
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タ測定間隔 最小の間隔を設定 

5 基盤の蓄積期間 30 日間 本システムの API で取得できる最大範囲の間隔 30

日間を設定（HEMS 利用者指定 API 利用時） 

 

 測定ポイント 7.2.4

「評価① 実証事業システムへの適応評価」における測定ポイントを図表 7-4 に示す。 

「HEMS データ取得インタフェース」は、HEMS データ利活用事業者提供のサービスに加

入している利用者の HEMS 収集データを提供するための API であり、サービスに加入して

いる利用者全員の最新データを定期的に取得するユースケース（サービス指定：最大期間

指定条件 60 分）と、HEMS 利用者を特定してそのユーザの持つ過去の HEMS データを取

得するユースケース（HEMS 利用者指定：最大期間指定条件 1 ヶ月）が存在する。 

サービス指定においては、基盤加入者の対象サービスに対する加入者割合によって、検

索結果のデータ件数が大きく変動するため、基盤加入者全員が対象サービスに加入してい

る場合と、基盤加入者のうち 5%が対象サービスに加入している場合の２つのケースを測定

する。 

また、サービス指定、HEMS 利用者指定でそれぞれ指定できる期間範囲が異なるため、

サービス指定では最大の 60 分、HEMS 利用者指定では 30 日までをそれぞれ 4 点ずつ測定

した。 

 

図表 7-4 測定ポイント「評価① 実証事業システムへの適応評価」 

No. 評価 API 名 対象利用者数 期間指定条件 

1-1 サービス指定 利用者加入数 100% 5,15,30,60 分 

 1-2 利用者加入数 5% 

2  HEMS 利用者指定 1 名 1,2,7,30 日 

 

「評価② HEMS 利用者増加に対する適応予測評価」における測定ポイントを図表 7-5

に示す。 

評価②では、基盤に蓄積されている人数変動による影響を測定する。なお、評価環境の

制約より 1.5 万人から 10 万人までを実測し、100 万人までのデータは 10 万人までの実測

値を用いて近似曲線により予測評価を行う。 

 

図表 7-5 測定ポイント「評価② HEMS利用者増加に対する適応予測評価」 

No. 評価 API 名 対象利用者数 HEMS 利用者数蓄積条件 

1-1 サービス指定 

（期間指定条件：15 分） 

実測測定 1.5,3,5,10 万人 

1-2 利用者加入数 5% 

2  HEMS 利用者指定 1 名 
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（期間指定条件：30 日） 

 

 結果の評価基準 7.2.5

結果の評価基準を図表 7-6 にまとめる。 

サービス指定は、そのユースケースとして定期的にサービス加入者の最新の HEMS 収集

データをリアルタイム性をもって取得することにある。よって、API の応答時間が期間指

定条件を超えることは、次の定期取得処理の開始までに API の応答が完了しないことを意

味するため、許容できない。また、データ取得後の HEMS データ利活用事業者側の加工や

格納処理、障害等によるリトライを考慮すると、期間指定条件の 1/3 の時間内に API が完

了することが望ましいと考える。よってこれをしきい値として設定する。 

HEMS 利用者指定は、主に HEMS データ利活用事業者提供のサービスに依存するユー

スケースであるためここでは提供データ量を勘案し、30 日データを 1 分で提供することを

目標として設定した。 

 

図表 7-6 評価基準 

No. 評価 API 名 評価基準 

1 サービス指定 期間指定条件の 1/3の時間内に API応答を返却できること

2 HEMS 利用者指定 30 日データを 1 分以内に API 応答を返却できること 
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7.3 評価結果 

評価① 実証事業システムへの適応評価 （実装済み機能の評価） 

図表 7-7 に実装済み機能の評価結果を示す。 

サービス指定・HEMS 利用者指定とも期間指定と線形比例する結果が得られた。これは

期間指定とそこに含まれるデータの量が線形相関を示すためである。 

また、サービス指定においては加入者数と 100％と 5％で応答時間に約 20 倍の開きがあ

る。こちらも利用者数とそこに含まれるデータ量が線形相関を示すためである。 

各測定結果とも評価基準の応答時間内に結果を返却できている。 

 

 

図表 7-7 実装済み機能の評価 

 

（参考 1）実証事業システムへの適応評価 （XML、JSON フォーマットの比較） 

図表 7-8 に XML、JSON フォーマットの比較結果を示す。 

XML、JSON フォーマットともに有意な差は発生しないことが確認できた。 

なお、各測定結果とも評価基準の応答時間内に結果を返却できている。 

 

   

図表 7-8 XML、JSONフォーマット指定の比較 

 

（参考 2） 実証事業システムへの適応評価 （機器・プロパティ指定の比較） 

図表 7-9 に機器・プロパティ指定の比較結果を示す。 

今回のデータ構造では HEMS 機器は 2 機種構成のため、1 機種の機器指定は、検索結果デ
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ータ量としては半分になる。よって機器指定によりサービス指定では応答速度が半分程度

になっており、利用者指定でも 2/3 程度になっている。 

一方、機器指定に対してプロパティ指定の追加は応答速度がさほど変化しないことが分

かる。これは、標準 API では、プロパティ項目名は、プロパティ項目名フィールドの値と

して定義されているためで、プロパティでのフィルタリングには機器に存在するすべての

プロパティ項目名フィールドのチェックが必要となり、処理するデータ量は機器指定の場

合と変化がないことが原因として考えられる。 

なお、各測定結果とも評価基準の応答時間内に結果を返却できている。 

 

 

図表 7-9 機器・プロパティ指定の比較 

 

評価② HEMS 利用者増加に対する適応予測評価 

図表 7-10 に HEMS 利用者増加に対する適応予測評価結果を示す。 

サービス指定では、期間指定条件を 15 分固定として基盤の HEMS 利用者の収容数を変

動させて測定している。 

まず、HEMS 利用者の全員が加入するサービスの HEMS 収集データを取得する場合、

基盤の HEMS 利用者収容数が 7.5 万人程度で 15 分期間のデータ取得が評価基準の 5 分を

超える応答時間となる。これは、API 仕様のフォーマットでは 7.5 万人分の 15 分間のデー

タで約 2.3 百万件の ECHONET Lite 電文を含む約 1.4GB の応答データとなるためで、こ

れらのデータの抽出・サービス加入状態のチェック・認可フィルタリング・応答処理に時

間を要するためである。 

また、HEMS 利用者指定の 5％が加入したサービスの HEMS 収集データを取得する場合

は、90 万人（サービスの加入者としては 4.5 万人）前後で 15 分期間のデータ取得が評価基

準の 5 分を超える応答時間となる。これは、全員加入に比べサービス加入者数が 1/2 程度（応

答サイズとしても 1/2）で基準値に達することになる。原因としては、全員加入の場合の検

索処理に加え、90 万人の母数データから 4.5 万人分のデータを抽出することに時間を要す

るためと考えられる。 
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よって、1 つのサービスに対する基盤収容利用者のサービス加入率によって、API 標準の

適用範囲が異なることが分かる。仮に測定で用いた 5％が加入するモデルとすると API 標

準仕様書の適用範囲は 90 万人収容の情報基盤と予測できる。 

 

HEMS 利用者指定では、期間指定を 30 日間固定として基盤の HEMS 利用者の収容数を

変動させて測定している。 

図表の通り、100 万人収容の基盤においても 1 名分の 30 日間データの取得は 30 秒程度

と評価基準の 1 分以内を満たす。 

 

  

図表 7-10 利用者増加に対する適応予測評価 
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8. 参考 
8.1 開発要望一覧 

本書で示した「大規模ＨＥＭＳ情報基盤整備事業」にて構築したシステム仕様にて実証

運用を平成 27 年度 5 月から 2 月末まで実施した。その実証運用において実際に本書で示し

た外部インタフェースを利用した HEMS 管理事業者、HEMS 利活用事業者に対して、本

システム仕様に関しての追加要望のヒアリングを行った。下記にその要望一覧と要望実現

における課題をまとめる。 

 

図表 8-1 開発要望一覧 

No. 要望 課題 

1 情報基盤の利用ユースケースとし

て、HEMS 管理事業者が HEMS 利用者

の利用者管理（参照・登録・更新・

削除）業務を行うことを想定し、そ

のための HEMS 利用者の管理画面、ま

たは管理 API の提供。 

実装にあたっては HEMS 管理事業者への権限移

譲の整理や、情報基盤‐HEMS 管理事業者の社間

の個人情報の取扱いの整理が必要。 

2 情報基盤の利用ユースケースとし

て、HEMS データ利活用事業者提供サ

ービスのコールセンタ業務を想定

し、サービス加入者情報の管理画面

（参照・申し込み・解約）や、HEMS

データ利活用事業者のコールセンタ

との連携 API の提供。 

サービスのコールセンタ業務に耐えうる加入者

情報管理のインタフェースを提供するには、

HEMS データ利活用事業者のコールセンタ運用

業務のユースケース整理と、それにともなう操

作権限整理や、情報基盤‐HEMS データ利活用事

業者の社間の個人情報の取扱いの整理が必要。

3 HEMS データ流通におけるデータ遅延

/欠損の事業者間のシステム責任分

界点の明確化、および、情報基盤を

利用したデータ流通のサービス品質

レベルの整理。 

現状の宅内の HEMS データ遅延/欠損は、利用者

宅内の環境起因の場合が多く、また、遅延/欠損

発生時の対応も HEMS 管理事業者毎に異なり、

HEMS 利活用事業者としては自社サービスのサ

ービス品質レベルの規定が難しい。 

HEMS データ流通における宅内から HEMS データ

利活用事業者までの関連する各事業者の役割と

責任分界点の整理、問題発生時の対応方法を踏

まえた包括的な規定が課題。 
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4 HEMS データ利活用事業者が「HEMS 利

用者指定 HEMS データ取得 API」を利

用して全サービス加入者の HEMS デ

ータを一括取得するユースケースに

おける性能の改善。 

HEMS データ取得 API のうち、サービス加入者全

員の HEMS データを取得できる「サービス指定

HEMSデータ取得API」に比べ、利用者個別にHEMS

データを取得する「HEMS 利用者指定 HEMS デー

タ取得 API」は、取得結果データ量の割合で比

較すると HEMS 利用者指定のものは性能が劣る。

「HEMS 利用者指定 HEMS データ取得 API」をサー

ビス加入者分繰り返し、全データを取得するユ

ースケースでは、事業者が想定する期間内での

データ提供性能を満たせないため、同時接続数

の緩和や、性能改善の方式を検討する必要があ

る。 

5 情報基盤提供 API の同時実行数の増

加と、同時実行数のコントロール機

能の要望。（現状、各事業者からの

API 利用のための同時接続数は運用

制約として 1 接続に制限。これを事

業者毎の接続上限数を緩和し、それ

を情報基盤が機能的にコントロール

する仕組みを要望） 

システムの性能面からの緩和上限数の検討。 

同時接続数コントロール方式の検討。 

6 情報基盤提供 API のエラーメッセー

ジの詳細化・細分化。 

特になし。 

7 HEMS データ利活用事業者提供のサー

ビスの解約受け付け業務の一貫とし

て、解約受け付け時に HEMS 利用者か

ら解約の理由や満足度の取得機能の

具備。 

取得したデータ（解約理由や満足度）の提供イ

ンタフェースの検討が必要。 

8 HEMS データ利活用事業者提供のサー

ビスへの申し込み・解約受け付け業

務の一貫として、サービス申し込

み・解約の契約完了時に情報基盤か

ら HEMS 利用者に対するメールの送

信。 

特になし。 



HEMS 情報基盤-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書 

参考情報 2.HEMS 情報基盤 構築事例 

 

67 
 

9 HEMS 利用者が、申し込みサービスに

対して許諾項目設定を変更した場

合、変更したことを HEMS データ利活

用事業者システムへの通知する仕組

み。 

通知インタフェース、通知内容の検討が必要。

10 情報基盤ポータルで初回ログイン時

に入力する HEMS 利用者属性項目の

必須入力項目の削減。 

（実証事業中は大量の属性項目入力

が利用者登録の必須条件となってい

る。実証事業終了後は、HEMS 利用者

に対価を払って利用してもらうモデ

ルは取れないため、なるべく入力項

目は少なくして、利用率を上げる試

みが必要） 

情報基盤としての価値（HEMS 利用者属性項目の

充実）と利用者にとっての使用性のバランスの

検討が必要。 

11 情報基盤管理の HEMS 利用者属性情

報を最新化する仕組み。 

（引越しや家族構成の変更等により）陳腐化す

る利用者属性情報を定期的に利用者に更新を促

す仕組みの検討。 

12 HEMS 管理事業者システムと情報基盤

システム間の障害発生時に滞留した

大量の HEMS データの流通の仕組み

の提供。 

HEMS 管理事業者からの滞留した大量データの

一括インポートの方式検討、大量データ復旧時

の HEMS データ利活用事業者への一時的なデー

タ流通の高負荷を避ける方式の検討。 

13 加工データの追加提供。 

・ HEMS データの積算値ではなく電

力使用量の提供 

・ HEMS データの単位換算データの

提供 

・ HEMS データの計測時間間隔の統

一データの提供 

各加工データ提供インタフェース、方式の検討。
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14 匿名・統計データの追加提供 

・ネガワット取引のベースライン算

出に利用可能な統計・匿名データの

提供 

・様々な期間範囲での統計処理化さ

れたデータの提供 

各統計・匿名データ提供インタフェース、方式

の検討。 

15 HEMS 利用者の宅内 HEMS 機器からの

情報基盤への HEMS データの流通状

態（データの登録状態を表す統計情

報）を提供する API の要望。 

HEMS データ流通状態としての提供項目の検討、

提供インタフェースの検討。 

16 情報基盤ポータルのスマートフォン

専用サイトの提供。 

（情報基盤ポータルでは HEMS 利用

者登録時にたくさんの属性入力が必

要となり、スマホのような小さな画

面では入力がしづらい。） 

スマートフォン専用サイト UI の検討。 

 


