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用語の定義
本書が使用する主な用語の定義は、以下の表の通りである。

図表 2.1-1 用語の定義

用語

定義

HEMS

Home Energy Management System の略称

HEMS データ

HEMS 機器を利用して収集されたデータ。詳細は 3.1 で定義

HEMS サービス

HEMS データを利用して提供するサービス

HEMS 事業者

HEMS データを収集・管理する事業者、HEMS サービスを提供す
る事業者の総称

アグリゲータ

HEMS 事業者の内、利用者から HEMS データを収集・管理する事
業者

サービサ

HEMS 事業者の内、アグリゲータによって収集されたデータを利
用したサービスを利用者や他の事業者に対して提供する事業者

加工情報

HEMS データを加工して生成される情報
統計情報、匿名加工情報、HEMS データをもとに推定した情報な
どを含む。詳細は 3.1 で定義

顧客情報

HEMS 機器を設置している利用者及び、HEMS サービスの利用者
の情報。住所、氏名、世帯構成、連絡先等を含む
詳細は 3.1 で定義

改正法

平成 27 年 9 月 9 日法律第 65 号によって改正された「個人情報の保
護に関する法律」
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1. 背景
エネルギーマネジメントは、経済合理性の観点から、電力使用量の多い工場や大型ビ
ルからその導入が進んでおり、近年の財政支援の効果もあって、中小ビル、マンション
への導入も緒に就いたところである。
一般家庭については、一軒当たりの電力使用量が少ないため、省エネによる経済合理
性という観点からのハードルが高いものの、産業分野の省エネが進む中、全体として大
きな電力を使用している全国 5,000 万世帯の一般家庭に対して、エネルギーマネジメン
トシステムを普及することは重要な政策課題である。
家庭部門におけるエネルギーマネジメントの普及に伴い、スマートメーター又は
HEMS を通じて家庭の電力利用量及び利用状況、各種家電の状態といったデータが取得
される。これらの HEMS データを用いたサービスの創出は、エネルギーマネジメントサ
ービスの更なる充実に加え、HEMS を活用した新しいサービスの創出による国民の生活
の質の向上、関連産業創出による経済活性化等に寄与するため、ビジネス性を高めてい
くことが必要である。このため、経済産業省は、平成 26 年度～27 年度にかけて大規模
HEMS 情報基盤整備事業を実施し、下記の項目について検討を行った。
（１） 大規模 HEMS 情報基盤の構築・運用・機能高度化
（２） 大規模 HEMS 情報基盤の標準化検討（HEMS 情報基盤⇔HEMS データ利活用事
業者間の API 標準化）
（３） 電力利用データの利活用に係るプライバシー取扱方針の検討
本書は上記の事業で得られた知見が広く活用されることで、新たなサービス事業を開
始するための一助となることを期待し、従前のマニュアルを改訂したものである。
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2. 目的
2.1 本書の目的
本書は、消費者から取得した 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の保護の観点からどのような点に留意すべきかについてまとめた
ものである。本書の記載内容を踏まえたサービスが提供されることで、事業者とサービス
利用者（以下、「利用者」と省略）との信頼関係を構築し、利用者が安心して HEMS デー
タを提供し、サービスを享受できる環境を整備することにより、HEMS データ利活用サー
ビス市場が健全に発展していくことを目的としている。
本書では、第 5 回スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会（平成 26 年 5 月）で策定
された「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」について、
大規模 HEMS 情報基盤整備事業を通じた検討の結果を反映して改訂することで、HEMS
データを収集・管理等を行う事業者、及び利活用する事業者に向けて、データの取扱の手
法について記した。
HEMS サービスで取り扱われるデータには明確に個人情報保護法上の個人情報と、そう
でないものが存在する。そのため、HEMS データ利活用サービスの提供に当たっての情報
の取扱方について整理するとともに、具体的な取扱方法について可能な限り明らかにして
おくことが重要である。
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2.2 本書の対象となる事業（者）及び HEMS データ
本書が対象とする事業は、HEMS データの収集・管理する事業、及び HEMS データを
利用したサービスの提供を行う事業である。
また、利用者から HEMS データを収集・管理する事業者を「アグリゲータ」、アグリゲ
ータによって収集された HEMS データを利用したサービスを利用者や他の事業者に対して
提供する事業者を「サービサ」として定義する。これらの機能は全て同一の事業者が担う
ことも可能である。

図表 2.2-1 本書の対象範囲

なお、アグリゲータは HEMS データの収集機能と、HEMS データの管理機能を別の事
業者がそれぞれ担うことも可能である。アグリゲータにおける HEMS データ取扱手法の解
説では、一体型での運用（１社で収集・管理機能を全て担う場合）と、個別契約での運用
（複数社で機能を分割して担う場合や、複数社でコンソーシアム等を形成して機能を担う
場合）のそれぞれについて、記載している。
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2.3 本書の適用範囲
本書は HEMS データ取扱に関して、現行の個人情報の保護に関する法律（平成 21 年 6
月 5 日改正時点）やそのガイドライン（経済産業省「個人情報の保護に関する法律につい
ての経済産業分野を対象とするガイドライン」1）等に従うことを前提としている。その上
で、HEMS サービスを行うに当たって、解釈が困難であると思われる部分などを中心に、
経済産業省の大規模 HEMS 情報基盤整備事業の成果も反映しつつとりまとめている。法改
正およびそれに伴うガイドラインの改正等を踏まえて、随時適切な見直しを行っていく予
定であり、一部改正法に従って記載している部分はその旨を明記している。
なお、本書の作成に当たっては、HEMS サービスの実施に当たって事業者が最低限行う
必要があると考えられる範囲に限定して記載を行っている。実際のサービスの実施に当た
っては、各々の HEMS サービスの実態を踏まえて、追加的な取扱を行うことを妨げるもの
ではない。
これに加えて、実証事業の事例や、諸外国の事例等も記載しているが、これらは試行的
な環境下もしくは、各国の法体系、産業構造の中において実施された参考事例であり、事
業者に同内容の実施を求めるものではない。
なお、本書は HEMS データの取扱手法に特化して記載しているが、HEMS サービスに
ついては、下記の仕様書も発行されており、あわせて参照されたい。

図表 2.3-1 HEMS サービスに関するマニュアル

タイトル

内容

発行日

HEMS 情 報 基 盤 -HEMS

HEMS データの利活用に必要最小限

2016 年 3 月

データ利活用事業者間

な標準化範囲を規定

API 標準仕様書

1

個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/
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2.4 表記のルール
本書では事業者に実施を推奨する事項について以下のルールで記載している。
・ 法律や各省のガイドラインで必須事項とされていることについては、
「必要である」。
・ 法律や各省のガイドライン等で必須とはされていないが、利用者との信頼性構築、事業
者のリスク回避等のために強く行うことを求めた方が良いと考える事項については、
「すべき」。
・ 法律や各省のガイドライン等で必須とはされていないが、利用者との信頼性構築、事業
者のリスク回避等のために行った方が良いと考える事項については、
「望ましい」
。
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3. HEMS サービスにおける基本的な考え方
本章では、HEMS サービスで利用する情報について分類し、基本的な取扱方法について
整理するとともに、HEMS サービスを運営する際に整備が必要となるルールについて整理
している。

3.1 HEMS データの考え方
3.1.1

HEMS サービスで生成される情報の類型

HEMS サービスで取り扱う情報について、情報の生成プロセスに着目して整理すると、
HEMS 機器から直接生成されるデータ、それを加工して生成するデータ、HEMS サービス
の利用者からサービス加入に際して収集する顧客情報に分類することが出来る。

図表 3.1-1 HEMS サービスで生成される情報の類型

情報分類

項目

内容

主な目的・用途

HEMS

機器 ID

HEMS 機器の属性情報

HEMS 機器を識別する

データ

設置情報

HEMS 機器の設置状況

HEMS 機器の設置及び稼働状

に関する情報

況を把握する

HEMS 機器によって収

家庭内の家電や住宅設備等の

集された家電や住宅設備

機器の稼働状況を把握する

動作情報

等の動作に関する情報

加工情報

積算電力量測

測定された電力量の積算

HEMS 機器によって測定され

定値

値

た電力量の積算値を把握する

統計情報

電力量や HEMS サービ

HEMS データを利用者全体、

ス利用状況等の利用者の

世代・性別等の粒度の粗いセ

個人及び世帯に関する情

グメントに基づく集合の値と

報を統計的に処理した情

して把握し、電力量、電気料

報

金、生活パターン等を統計的
に処理する

匿名加工情報

アグリゲータによって加

HEMS データを一定時間間隔

工処理された HEMS デ

の予め決められた頻度で集約

ータや顧客情報

し、電気料金、生活パターン
等の情報を一定の集合単位で
把握・推定する等、一定の基
準（3.1.3 で後述）に基づき、
特定の個人を識別しないよう
情報を加工する
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情報分類

項目

内容

主な目的・用途

推定情報

アグリゲータの解析によ

HEMS データを解析し、電気

って推定された HEMS

料金や生活パターン等の情報

データ

を推定する（例：在／不在情
報、生活パターンの推定、等）

顧客情報

HEMS サービ

氏名、住所、電話番号、

HEMS サービスの運用に際し

ス利用者への

メールアドレス

て必要な連絡・通知・契約行

等

連絡等の到達

為等に用いる

に必要な情報
HEMS サービ

居住地域、世帯情報（家

電力量の世帯ごとの可視化や

ス利用者の世

族構成、住宅種別、取得

比較等、情報の分析に用いる

帯動向の分析

種別、間取り・部屋割り）

に必要な情報

等

HEMS サービ

居住地域、性別、職業、

電力量の利用者ごとの可視化

ス利用者の詳

所得、趣味

や比較等、情報の分析に用い

等

細な分析に必

る

要な情報
HEMS データについては機器によって上記以外の情報を取得することも可能な場合があ
るが、本書では大規模 HEMS 情報基盤整備事業において実証を行った機器 ID 及び積算電
力量測定値（電力利用データ）を主に想定して記載している。
なお、統計情報については個人情報に該当せず、統計情報の作成・利用・公表等につい
て事業者のデータ利活用に制約がないことから、以降の章では特に記載しない。
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3.1.2

HEMS サービスで取り扱う情報の分類と取扱方針

3.1.2.1. 情報の分類と取扱方針
HEMS サービスで取り扱う情報には、個人情報保護法の定義に照らし、
「個人情報に該当
する HEMS データ」が存在する。また、個人情報には当たらない情報として、アグリゲー
タが利用者からの同意を得て個人情報を削除して提供する情報と、平成 27 年の個人情報保
護法改正（以下「改正法」という）で導入された匿名加工情報とが存在する。（匿名加工情
報については、その匿名化処理手法や取扱について、今後詳細な議論がなされていくため、
参考情報としての記載に留まる旨に留意頂きたい。）
それらの情報の類型と取り扱う際の留意事項について、HEMS サービスでそれぞれに該
当する具体的なデータを踏まえながら、情報を取り扱うアクター毎に以下のように整理し
た。
図表 3.1-2 HEMS サービスで取り扱う情報の分類
情報の

個人情報

分類

個人情報を削除した情

(参考：匿名加工情

報（※1）

報)





アクター

アグリゲー



タ

HEMS サービス利用者
への連絡等の到達に必
要な情報



HEMS データのうち、
利用者への連絡等の到
達に必要な情報と容易
に照合可能な情報



推定情報のうち、利用
者への連絡等の到達に
必要な情報と容易に照
合可能な情報

サービサ





アグリゲータから提供

アグリゲータが個

アグリゲータが

された顧客情報のう

人情報を削除した

識別情報を削除

ち、利用者への連絡等

上で、サービサに第

し、匿名加工した

の到達に必要な情報

三者提供、もしくは

顧客情報や

アグリゲータから提供

委託した顧客情報、

HEMS データ、

された顧客情報のう

HEMS データ、推定

推定された情報

ち、利用者への連絡等

された情報等

等で、サービサに

の到達に必要な情報と

提供されたもの

容易に照合可能な情報
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※1 外形的には個人情報ではないが、アグリゲータは対応表を保有しており元データと紐付
け可能であるが、サービサは対応表を保有しておらず、紐付が不可能な情報。
また、各情報の取扱について「個人情報に該当する HEMS サービスで利用するデータ」
と、
「個人情報ではないが取扱に注意が必要な情報（個人情報を削除した情報）」に分けて、
大規模 HEMS 情報基盤整備事業において HEMS サービス利用者に対して実施したアンケ
ート及びグループインタビューの結果を踏まえ、以下のように整理した。

図表 3.1-3 HEMS サービスで取り扱う情報のアクター毎の取扱
情報の

個人情報

分類

個人情報を削除した

(参考：匿名加工情

情報（※1）

報)

アクター

アグリゲ



ータ



情報取得の際に、利用目



サービサへ提供

的の通知もしくは公表又

するにあたり、

は明示を行う必要があ

利用者からサー

る。加えて、利用者から

ビサに提供する

情報を取得し、利用する

ことの同意の取

ことの同意を取得するべ

得があらかじめ

きである（※2）

必要

個人を特定できる情報を
格納したデータベースを
アグリゲータが保有し、
HEMS データと容易に照
合が可能な状態で取り扱
う状態の情報も、取得の
際に利用目的の通知・公
表を行う必要がある。加
えて、利用者から上記の
情報を取得し、利用する
ことの同意を取得するべ
きである



第三者提供を実施する場
合は、第三者提供をする
ことの同意の取得が当該
情報の主体となる利用者
9

に対して必要
サービサ



アグリゲータから第三者



当該情報の取扱



当該情報の取扱

提供された個人情報は、

において、情報の

において、情報の

サービサが従来から保有

主体となる利用

主体となる利用

する個人情報と同様に、

者から同意を得

者から同意を得

個人情報としての取扱が

る義務はない（※

る義務はない（※

必要

3）

3）

※1 外形的には個人情報ではないが、アグリゲータは対応表を保有しており元データと紐付
け可能であるが、サービサは対応表を保有しておらず、紐付が不可能な情報。
※2 個人情報保護法上、情報取得の際には、利用目的の通知もしくは公表を行う必要があ
る。ただし、本人から直接書面（Web サイト上での入力等を含む）によって取得する
場合は、明示が必要である。しかし利用者との信頼性構築や事業者のリスク回避等の
ためには、上記に加えて情報取得についても同意を得ておくべきである。
※3 当該情報に個人情報が含まれていない場合でも、利用者への配慮として、利用者から問
い合わせがあった場合に提供形態や情報の詳細の通知を事業者の判断で実施すること
は可能である。
このうち、個人情報に該当するものについては、個人情報保護法や、個人情報の保護に
関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン、またサービス内容によっ
ては、該当する産業分野向けのガイドライン等に則り、適切な取扱と管理を行う必要があ
る。
一方、改正法において、匿名加工情報は、アグリゲータ及びサービサがそれぞれ匿名加
工情報を取り扱うことについて公表すると共に、アグリゲータは加工処理方法等について
安全管理措置を執る必要がある。また、匿名加工情報は他の情報と組み合わせて再識別を
行うことが法律上禁止されていることに注意が必要である。
また上記の２つに当たらない情報を受領したサービサは、事業者内で再識別を行うこと
等により、特定の個人を識別できる情報としない限り、これらの情報の取扱は、個人情報
保護法や同法についての各産業分野を対象とするガイドライン等の適用の対象外となる。
このため、利用者から同意を得る必要は無いが、利用者から問い合わせがあった場合に
その提供形態や情報の詳細や管理方法について説明するなど、事業者の判断で利用者への
配慮として説明・通知を行うことができる情報として整理した。
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事例紹介：i エネ コンソーシアムにおける HEMS で取り扱う情報の取扱
大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、HEMS で取り扱う情報について、①個人情報、
②個人情報には当たらないがプライバシーに影響する情報、③その他の情報に分類した。
項目

具体例

取扱方針

①個人情報



個人情報保護法や各産業分野別のガイ

個人情報

ドライン、JIS Q 15001 等の個人情報
保護マネジメントシステム等に則り、
適切な取扱と管理を行う。
②個人情報には当



識別性の高い情報

個人情報保護法や各産業分野別のガイ

たらないがプライ



機微性の高い情報

ドライン、JIS Q 15001 等の個人情報

バシーに影響する

保護マネジメントシステム等に必ず準

情報

拠する義務はない。本実証事業では各
産業別の個人情報ガイドラインに準拠
して取り扱った。

③その他の情報



上 記に 当たら ない

通常の情報と同様に取り扱う。

HEMS データ

i エネ コンソーシアムでは、実証するサービスモデルを踏まえると、敢えて「個人情
報には当たらないがプライバシーに影響する情報」を個人情報と分けて取扱管理する必
要がないことから、①～③の情報を全て同一の事業者（情報管理事業者：アグリゲータ）
が管理する運用とした。そのためアグリゲータは全ての情報を個人情報として取り扱っ
ている。
これに対してサービサは、個人情報を含めて情報の提供を受けた場合は全ての情報を
個人情報として取り扱うと共に、顧客情報等を含まない HEMS データのみの提供を受け
ている場合、
「個人情報には当たらないがプライバシーに影響する情報」として管理を行
った。しかし、モニターに対して実施したアンケートやグループインタビューの結果を
踏まえると、個人を特定する情報と結びついていない HEMS データについては個人情報
と同等の取扱までは求められていないというモニターが多数という結果となった。
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3.1.3

（参考）匿名加工情報

3.1.3.1. 匿名加工情報の概要
前述の通り HEMS サービスで取り扱う情報のうち、匿名加工情報は改正法により導入
されることとなる概念である。そのため本マニュアルでは、改正法の施行を前提とした
HEMS サービスにおける匿名加工情報の原則について、大規模 HEMS 情報基盤整備事業
における実践をもとに例示するものとする。ただし、匿名加工情報とするための処理手法
や取扱については、改正法の施行に向けて今後詳細な議論がなされていくため、本項目の
記載は、あくまで本事業において検討した参考情報としての記載に留まる旨に留意頂きた
い。また、3.1.3 では、単体で特定個人を識別できたり、本人にアクセスできたりするリ
スクが存在する情報を識別子、他の属性と組み合わせることで特定の個人が識別できたり
するリスクが存在する情報を属性、個人の行動の履歴を蓄積したものをはじめとする一般
に識別子又は属性と組み合わされない限り個人を特定する可能性のない情報を履歴と定
義して利用する。なお本節以外ではこの用語は利用しない。
大規模 HEMS 情報基盤整備事業において、匿名加工情報について、以下のように整理
した。


個人情報保護法における個人情報の定義である「特定の個人を識別」しない状態



上記を満たした上で、事業者がデータを利活用する上で可能な限り識別性が担保で
きる状態

この基準を元に、大規模 HEMS 実証事業のサービス利用者にグループインタビューを行
ったところ、以下の 2 つの条件を満たした情報であれば、匿名化されているものとみなし
て、同意なしに提供しても良いという意見が多く得られている。


電力利用データが個人を識別する顧客情報と結びついていないこと



提供する属性（地域、世帯構成等）内のデータ件数において、特定の個人が識別さ
れない状態であること。

3.1.3.2. 匿名加工処理手法
匿名加工処理の手法について、具体的な事例を示す。
大規模 HEMS 実証事業において収集したデータのサンプルは以下のようになる。
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図表 3.1-4 HEMS データのサンプルイメージ
基本情報
契約者
ID

氏名

電話
番号

A12345

野村
太郎

03-2225555

A67890

佐藤
一郎

B12345

山田
花子

電子
メール 性別
アドレス

生年

職業

都道
府県

住居情報
アパー
町名・
ト・マン
丁目・
ション・
番地
ビル

市区
町村

丸の内1- 丸ノ内北
6-5
口ビル

1987

会社員

100-0005

東京都 千代田区

090-444女性
xyz@fb.co.jp
7777

1990

公務員

116-0002

東京都

荒川区 荒川2-3-6

03-1234567

1968

無職

111-1111

東京都

港区

識別子

abcd@xmail. 男性
com

住所
郵便
番号

opq@hahoo. 男性
co.jp

家族情報
家族構成（職
家族の
業、生年（西
人数
暦）、性別）

住宅
区分

住居
形態

構造

戸建

核家族

木造

3年

112㎡

4

RC

25年

85㎡

2

RC

7年

300㎡

0

ハイツ荒
マンション 両親同居
川

六本木1- ビバリー六
戸建
2-3
本木

独居

竣工年

延床
面積

妻（専業主婦、
1986年、女性）
息子（幼稚園、
2011年、男性）
娘（未就学、
2014年、女性）
父（会社員、
1960年、男性）
母（専業主婦、
1962年、女性）
-

属性
※住所は全て揃うと識別情報

電力
契約者
ID

識別子

年月日・時分

家電
電力使用量

A12345

2015年10月31日 00:00

○○Wh

A12345

2015年10月31日 00:01

A12345

2015年10月31日 00:02

A12345

2015年10月31日 00:03

A12345

2015年10月31日 00:04

履歴

契約者ID

推定購入年月

推定購入商品

A12345

2015年10月

照明

○○Wh

A12345

2015年10月

エアコン

○○Wh

A12345

2015年10月

冷蔵庫

○○Wh

A12345

・・・

○○Wh

A12345

識別子

属性

この情報では、識別子は単体で特定個人を識別できたり、本人にアクセスできたりする
リスクが存在する。また属性は、他の属性と組み合わせることで特定の個人が識別できた
りするリスクが存在する。

図表 3.1-5 属性ごとのリスク
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これらを踏まえて匿名加工を実施することとし、さらに、サービスによって必要とする
情報が異なることを踏まえて、サービス毎に検討を行った。
下記は、あくまで、仮想的に想定したサービスにおいて、匿名加工のあり方を検討した
ものであり、サービスの詳細内容によって、例えば識別子の加工のあり方は変わりうるこ
とに留意が必要である。
電力情報の見える化サービスについて、サービス利用者と構成が近い家庭同士の比較を
行うために利用する場合には、以下のような加工方法が考えられる。
情報分類

対象情報

加工方法

識別子

契約者 ID



仮 ID（匿名加工情報に付する識別子）に変換する（不
可逆なものとする）
例：秘密の文字列（アグリゲータのみが保有）でパディ
ングしてハッシュをとる（秘密の文字列を持たないもの
には連結不可能にする）
。秘密の文字列は 24 ヶ月毎にラ
ンダム生成する



削除

住所



都道府県、市区町村以外を削除

職業



削除（見える化サービスでは必要性が薄いため）

家電情報



削除（見える化サービスでは必要性が薄いため）

家族の人数



1、2、3、4 人以上

氏名、電話番
号、メールア
ドレス
属性
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（4 区分）

家族構成



独居、夫婦のみ、親子、その他（4 区分）

竣工年



5 年未満、5 年以上 10 年未満、10 年以上 20 年未満、
20 年以上 30 年未満、30 年以上

延床面積



20 ㎡未満、20 ㎡以上 40 ㎡未満、40 ㎡以上 80 ㎡未満、
80 ㎡以上

構造、住居形

（5 区分）

（4 区分）



加工無し



履歴情報については、下記の通り利用期限や特異値につ

態、住居区分
履歴

いて配慮した上で利用する。


利用期限を、著しく個人識別性が上昇しない範囲で
設定する。（例：過去 24 ヶ月）



更に、特異値がある等の個人識別性が上昇する可能
性があるデータについては、加工等により個人識別
性を低減させることを考慮する。

また、本サービスにおいては、サービス利用者が自らと似た属性を持つ他の世帯の電力
利用状況を見ることが可能であり、繰り返し同じ世帯が表示されると個人を識別されるリ
スクが高まることを踏まえ、顧客に提示される電力利用データが，必ず毎回又は適切な間
隔で、複数の顧客からランダムに表示されることを保証する必要がある。
なお、この加工を行ったとしても属性の組み合わせにより個人が特定されるリスクが残
るため、次のような加工処理等をすることが考えられる。


HEMS 普及率が著しく高くはなく、かつ外部から HEMS 設置状況が判別できないと
いう仮定を置くことができる際には、適切なサンプル抽出（ランダムサンプリング等）
がなされていると見なして個人識別性を確認する。



さらに曖昧化を行うことなど、個人識別性の低減に寄与する妥当な加工処理をする。
次に、HEMS の電力利用データと、家電購買の推定データを用いてエリアマーケティン

グを行う場合には、以下のような加工方法が考えられる。
情報分類

対象情報

加工方法

識別子

契約者 ID



仮 ID（匿名加工情報に付する識別子）に変換する（不
可逆なものとする）
例：秘密の文字列（アグリゲータのみが保有）でパディ
ングしてハッシュをとる（秘密の文字列を持たないもの
には連結不可能にする）
。秘密の文字列は 12 ヶ月毎にラ
15

ンダム生成する


削除

住所



都道府県、市区町村以外を削除（※）

職業



削除（マーケティングでは必要性が薄いため）

家電情報



推定購入年月を削除



利用している家電情報は残す

家族の人数



1、2、3、4 人以上

家族構成



独居、夫婦のみ、親子、その他（4 区分）

竣工年



5 年未満、5 年以上 10 年未満、10 年以上 20 年未満、

氏名、電話番
号、メールア
ドレス
属性

（4 区分）

20 年以上 30 年未満、30 年以上
延床面積



20 ㎡未満、20 ㎡以上 40 ㎡未満、40 ㎡以上 80 ㎡未満、
80 ㎡以上

構造、住居区

（5 区分）

（4 区分）



加工無し



履歴情報については、下記の通り利用期限や特異値につ

分、住居形態
履歴

いて配慮した上で利用する。


利用期限を、著しく個人識別性が上昇しない範囲で
設定する。（例：過去 12 ヶ月）



更に、特異値がある等の個人識別性が上昇する可能
性があるデータについては、加工等により個人識別
性を低減させることを考慮する。

※折り込みチラシ、ポスティングチラシの送付を考えると町名程度の住所の精度とする
ことが望ましい。
なお、本事例においては、サービスに必要な部分のみに限定するため、家電情報につい
ては推定購入年月を削除し、利用している家電が分かるのみの情報にとどめた。
また、この加工を行ったとしても組み合わせにより個人が特定されるリスクが残るため、
次のような加工処理等をすることが考えられる。


HEMS 普及率が著しく高くはなく、かつ外部から HEMS 設置状況が判別できないと
いう仮定を置くことができる際には、適切なサンプル抽出（ランダムサンプリング等）
がなされていると見なして個人識別性を確認する。



さらに曖昧化を行うことなど、個人識別性の低減に寄与する妥当な加工処理をする。
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ただし、エリアマーケティングのような利用については、サービス利用者がメリットを
得られない場合には否定的な意見が出る可能性があることに注意が必要である。グループ
インタビューにおいても、マーケティングの利用についてサービス利用者にメリットが少
ないという認識をもつ利用者からは、粒度の高い情報を提供することには抵抗があるとい
う意見があった。
また、匿名加工情報の作成は、前述の通り識別子を削除した上で属性を加工することに
よって匿名化を行うことを想定しているが、属性の粒度と、履歴データの粒度がトレード
オフの関係にある（例えば属性の粒度を粗くすることで、より長期にわたる履歴データの
取得が許容される場合がある）ことが有識者より指摘されている。

以上のように匿名加工情報について整理したが、前述の通り、匿名加工情報の基準及び
手法は、今後、個人情報保護委員会の規則等によって定められる予定である。本マニュア
ル発行時点では当該規則等は策定段階であるため、上記はあくまで参考としての暫定的な
整理であることに留意するべきである。これらの規則等が定められた際には、本マニュア
ルで記載している基準と比較の上、必要に応じて改訂する予定である。
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事例紹介：i エネ コンソーシアムにおける匿名加工措置
大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、
匿名加工情報について以下の手法で生成を行い、
利用方法について検討した。その際、ID 番号のランダム入れ替え処置を 1 日毎に行う場
合と、1 ヶ月毎に行う場合の二通りを実施している。
①

サービス利用者の時間単位毎の電力利用データに対して、個人の識別性が低下
するよう、同じ電力利用データの値を持つ利用者数が必ず一定数以上に保たれ
るよう、電力利用データの値を置き換える処置を行う。

②

上記において、他のレコードと重なりがないデータについては、個人の識別性
が高まるため、代表値に置き換える。

③

ID 番号を一定期間ごと（1 日ごとないしは 1 ヶ月ごと）にランダムに入れ替え、
その一定期間が過ぎるとデータと ID 番号の対応関係が失われる処理を行う。
（ある特定の利用者の ID が 1 日ごと、ないしは 1 ヶ月毎に入れ替えられるた
め、当該利用者の連続した電力利用状況を把握することが出来ず、個人特定
が困難になる。）

i エネ コンソーシアムでは、実施時点で想定されるサービスモデルを踏まえ、利用者
の特定を確実に防ぎつつ、当該サービスに利活用できる手法ということで、このような
手法で匿名化を実施した。ただし結果として、利用者の連続した電力利用状況を把握で
きないことから、サービスとしての利活用は困難であるという評価となった。
前述の通り、匿名加工情報の定義については、今後の検討の進捗によって具体化され
る状況にあり、上記はあくまで国の実証事業における、法改正以前の暫定的な措置であ
ることを留意されたい。
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3.2 HEMS サービス提供時における留意事項
3.2.1

事業構造の整理

HEMS サービスの提供に際しては、下記の機能が必要になると考えられる。

図表 3.2-1 HEMS サービスの提供に際して必要な機能

機能
アグリゲータ

内容
HEMS データ収集

利用者と直接契約を結んで利用者の家庭に HEMS

機能

機器を設置し、HEMS データを収集する機能。

HEMS データ管理

収集した HEMS データを管理する機能。

機能

またサービサに対して、データを提供する機能。

サービサ

HEMS データの提供を受けて、利用者に対してサ
ービスを提供する機能。

これらの機能は、一体型での運用（１社で収集・管理機能を全て担う場合）と、個別契
約での運用（複数社で機能を分割して担う場合や、複数社でコンソーシアム等を形成して
機能を担う場合）が想定される。本書では、これらの機能をそれぞれ独立して事業者が担
うと想定して記載する。
アグリゲータの内、HEMS データ収集機能を担う事業者は、利用者の家庭に機器を設置
する必要があることから、電力会社や通信会社など、各家庭と契約を行い、家庭内に何ら
かの機器を導入している事業者が想定される。
これに対してサービサは、アグリゲータから HEMS データを受け取ってビジネスを行う
事業者であり、アグリゲータと契約を交わすことでビジネスを行うことができる。参入事
業者の業態は特に特定はされない。
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事例紹介：コンソーシアムの組成について～i エネ コンソーシアムの場合～
大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、アグリゲータ、サービサの機能を担う事業者が
コンソーシアムを組成して実施した。
当該コンソーシアムでは、アグリゲータの HEMS データ収集機能と、HEMS データ
管理機能をそれぞれ別の事業者が担うこととし、収集した情報を共同利用するスキーム
とした。HEMS データ収集機能を担う事業者を「HEMS 管理事業者」と定義し、6 社が
この機能を担った。また HEMS データ管理機能を担う事業者を「情報管理事業者」と定
義し、4 社がこの機能を担った。実際には双方の機能を担う事業者が複数含まれるため、
計 7 社で、収集した HEMS データを共同利用する構成とした。
その上で、サービサ機能を担う事業者を「HEMS データ利活用事業者」と定義し、ア
グリゲータはサービサに対して HEMS データを第三者提供するように構成した。

図表 3.2-2 i エネ コンソーシアム事業構造
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3.2.2

情報管理規則類の整備

3.2.2.1. 情報管理規則類の整備
HEMS サービスでは、前述のように個人情報やプライバシーに影響を与える情報を利用
者から収集し、管理する必要があることから、HEMS サービスのアグリゲータ及びサービ
サはそれらの情報を管理できる体制を整備することが求められる。
具体的に求められる社内の管理体制は、事業者のビジネスによって異なるため、ここで
は触れないものとする。ここでは情報管理のための規則として最低限定めることが求めら
れる、サービス利用規約とプライバシーポリシーについて整理する。

3.2.2.2. サービス利用規約・プライバシーポリシー
サービス利用規約及びプライバシーポリシーでは、個人情報の取扱について以下の事項
を定めておく必要がある。
項目

内容

利用目的と利用

個人情報の利用目的と、取得及び利用する個人情報について記載する。

する個人情報

また、第三者提供する場合には、その旨を記載する。

第三者提供

本人の同意なく第三者提供を行わないことについて記載する。
第三者提供を行う場合には、第三者提供を行う旨の明記、その対象と
なるデータ、利用目的を明記する。

個人情報の照

個人情報の照会・修正・消去の求めに応じることについて記載する。

会・修正・消去
アグリゲータ、サービサ共に規程を用意する必要があるが、ユースケースによって内容
が異なる。そのため具体的な規程については 4 章で解説する。
規程のひな形は付録として添付する。
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事例紹介：i エネ コンソーシアムにおける情報管理体制
大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、複数社でコンソーシアムを形成して実証事業を
実施した。この際、個人情報等を含む HEMS データについて事故発生時の対応等を取り
扱う際の対応機関として、幹事となった事業者が「情報管理委員会」を設置した。
情報管理委員会は以下の職務を有し、参加事業者で HEMS データに関する問題が生じ
た場合の対応を実施するものとして運用した。
・ コンソーシアムにおける情報管理規則類の整備・承認
・ 事故発生時の対応
・ 各事業者内の個人情報保護責任者に対する指示
・ その他 HEMS データに関する問題への対応

図表 3.2-3 例：i エネ コンソーシアムの情報管理体制

22

事例紹介：複数事業者によるサービス提供時の情報の取扱の規程
複数社で協力して HEMS サービスを提供する場合、当該グループにおけるデータ取扱
に関するルールを別途定めることが望ましい。具体的には、当該グループに参加する時
の規則と、当該グループを脱退する時のルールを定めることが推奨される。
複数社でサービスを実施する場合、収集した HEMS データを、サービスを行う各事業
者が利用可能なようにすることが一般的である。そのため、悪意を持った参加者が加入
した場合、収集した全てのデータを悪用される可能性が生じる。また、途中でサービス
提供を辞めてグループから脱退する事業者について、脱退時点で収集されていた情報を、
その後も使い続けることが可能で良いのか、という課題が生じる。
i エネ コンソーシアムでは、以上の理由により、複数社で協力する場合のルールとし
て、以下のルールを整備することを検討した。
ルール

内容

入会規則

コンソーシアム入会時、もしくは、協力関係構築時に入れておく必要
がある条項。具体的には以下の要素を含むことが推奨される。
・ 反社会的勢力との関わりがないことの宣言
・ 利用規約等で定めた利用目的の範囲、もしくは個別に利用者から
同意を得た利用目的の範囲を超えてデータを利活用しないことの
宣言
・ 規則に従っていないと判断された場合、協力関係が無効となり、
データの破棄を行うことへの同意

脱会規則

コンソーシアム脱会後のデータの取扱について定めた条項。コンソー
シアム入会時、もしくは協力関係構築時に入れておくことが推奨され
る。具体的には以下の要素を含むことが推奨される。
・ サービサが脱会した場合、アグリゲータが収集したデータについ
て、サービサは脱会後破棄するか、もしくはサービサが利用者か
ら再同意を得た上で利用すること。
・ アグリゲータが脱会した場合、アグリゲータはコンソーシアム名
義で収集したデータについて、破棄するか、もしくは利用者から
再同意を得た上で利用すること。
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3.2.2.3. 情報セキュリティ体制の整備
HEMS サービスでは、個人情報やプライバシーに影響を与える情報を多く収集・管理す
る必要があることから、HEMS 事業者はそれらの情報を適切に取り扱うことができるよう
に、システムや利用する情報機器についての情報セキュリティ体制を整備することが求め
られる。
具体的には、以下の事項を整備することが望ましい。
項目

内容

①

情報セキュリティに関する規

個人情報及び HEMS データについて取り扱う情報

程の整備

システム及び情報機器の運用について、情報セキュ
リティに関する規則を定める。
・情報セキュリティに関する基本的ポリシー
・情報セキュリティ運用規則

②

監査に関する体制

情報セキュリティに関する運用規則が守られている
かどうかについて、監査を行う体制を整備する。
監査には事業者内で自主的に行う内部監査と、第三
者が実施する外部監査があるが、その双方について
検討する。

なお、情報セキュリティは提供するサービス、利用する機器等によって大きく異なるこ
とから、本書では具体的な情報セキュリティに関する規定の内容、情報セキュリティ技術
については記載しない。
具体的な事例に基づく HEMS に関する情報セキュリティについては、
「HEMS 情報基盤
-HEMS データ利活用事業者間 API 標準仕様書」で一部記載しているため、参考とされた
い。
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3.3 利用者との関係性構築
HEMS データには、個人情報やプライバシーに影響する情報が含まれる場合がある。ま
た、HEMS サービスには複数の類型を備えたアグリゲータや多数のサービサが存在し、利
用者からは事業全体の構造が分かりにくくなる傾向がある。
ここでは利用者からの HEMS サービスに対する信頼性を高めるために、HEMS 事業者
に推奨される行動について記載する。

3.3.1

利用者との信頼関係の構築

HEMS サービスにおいては、HEMS 事業者が積極的に情報を提供したり、またコミュニ
ケーションの機会を多く設けることによって、利用者からの信頼性が向上する。その際に
は、できる限り分かりやすい方法で、多くの利用者が理解しうる一般的な商慣習に沿った
形での契約行為や事業遂行を原則とすることが望ましい。
利用者への説明やコミュニケーションに際して、具体的には以下について留意すること
が望ましい。
【HEMS サービス導入プロセスへの配慮】
利用者が HEMS サービスを導入する際には、HEMS 機器の設置、電力量計測の開始、
HEMS サービスの利用開始、HEMS サービス管理（利用の拡大・縮小、情報の管理）等の
一連のプロセスが存在するため、以下のように要件を整理した。


利用者が HEMS サービスを申し込んでから開始するまでの業務プロセス（①アグリ
ゲータによる HEMS サービス利用契約、②サービサによるサービス利用のための第
三者提供への同意取得）が定義されていること



各業務プロセスにおいて必要な手続き（通知・公表・同意取得をはじめとする契約
行為、等）が適切に実施されていること

業務プロセスごとの詳細な通知・公表・同意取得等のフローについては、４章を参照す
ること。

3.3.2

同意取得方法について

大規模 HEMS 情報基盤整備事業で実施した調査によれば、
HEMS サービスの利用者は、
利用規約やプライバシーポリシー等を読む割合が比較的高いとされる。しかしながら一般
には、それらに記述された内容について、必ずしも詳細を理解・納得しているとは言えな
いため、分かりやすい通知と同意の確立が望ましい。
【通知方法の明確化】
大規模 HEMS 情報基盤整備事業で実施した調査によれば、利用規約やプライバシーポリ
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シーについては、サービスに関する条項について、統一された用語と可能な限り平易な文
章で説明することが、同意の前提として消費者から期待されていることが明らかになった。
こうした明確な通知を実現するために、それらがより直感的に理解できるような説明方
法の導入が望ましい。消費者が理解しやすい形で表示するための一例として、具体化した
画像・アイコンなどを用いる等の方法も考えられる。
ただし、こうした通知の方法については、現在我が国における統一的な基準は存在せず、
諸外国でも標準化を含めた政策的な検討が継続している状況である。またこうした基準は、
HEMS サービスのみを適用対象としたものではなく、より幅広いサービス全般を対象にし
た、一般的な標準化が期待されやすい。そのため、HEMS サービスのみで通知の方法を先
行的に検討するには、時期尚早との意見もある。
そのため、こうした通知方法を検討する場合には、関係する事業者をはじめとしたステ
ークホルダーとの協議を踏まえ、十分な合意形成と周知のプロセスを実施する必要がある。
【HEMS サービスの種類増加時の同意の取得方法と利用者による管理】
大規模 HEMS 情報基盤整備事業で実施した調査によれば、HEMS サービスの利用開始
後、特にサービサが提供するサービスについては、利用者が自らの情報をできる限り自分
自身で管理したい、と考えていることを前提として対応することが望ましい。一方、提供
可能な HEMS サービスの種類の増加に伴い、利用者への通知と同意の頻度は高まるため、
手続きが頻繁かつ煩雑になり、契約行為として分かりにくいものになる可能性がある。
従って、誰がどのような情報を、何時・どのように利用しているかを知るとともに、そ
の情報の利用停止や削除、正確な情報への修正等が行えるよう、例えば、各サービサが提
供する機能や条件の一覧的な表示や、利用者が各サービサと締結している契約内容を一覧
管理できるような包括的な管理システム（例：プライバシーポリシーマネージャ）の導入、
あるいはサービス内容や利用目的の通知と同意取得の対話型インターフェース等の方法を
導入することも考えられる。
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事例紹介：プライバシーポリシーマネージャの活用～i エネ コンソーシアムの場合～
大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、プライバシーポリシーマネージャと呼ばれる
各サービサが提供する機能や条件の一覧的な表示や、利用者が各サービサと締結してい
る契約内容を一覧管理できるような包括的な管理システムを HEMS 情報基盤内に構築
した。

図表 3.3-1 プライバシーポリシーマネージャの構成

プライバシーポリシーマネージャは、5 章に後述するカリフォルニア州の Green
Button と同様の機能を提供するもので、利用規約を統一されたフォーマットでわかり
易く表示し、利用者の同意を受け付ける。また、サービス利用時における提供情報の管
理を行うため、利用者に代わって利用者が同意した契約内容を一元管理できる機能を具
備し、情報基盤に対して利用者の同意内容に基づく認可情報（各データをサービサに提
供しても良いかどうかを記したリスト）を提供する。さらに、データ収集・提供履歴の
管理を行い、情報提供の履歴を可視化することを可能とする。
図表 3.3-2 プライバシーポリシーマネージャを介した同意プロセス
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大規模 HEMS 情報基盤整備事業のモニターからは、本同意プロセスについて、加入
可能なサービスに多くの選択肢がある場合には、自らが提供しても良いと思う情報につ
いてのサービスのみが表示されるため、望ましいという声がある。一方で、サービス数
が少ない場合には、都度同意でも問題ないという声もあった。
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3.4 HEMS データを用いたビジネスモデル
ここでは、HEMS 事業者について、想定されるビジネスモデルをユースケース毎に可視
化し、関係する事業者を役割別にアクターとして整理する。

3.4.1

ビジネスユースケース

HEMS データを用いたビジネスモデルについて、データとサービスの流れに基づいて下
記の 3 つのユースケースについて整理した。

3.4.1.1. ユースケース①（アグリゲータがサービス提供主体）
ユースケース①は、アグリゲータがサービス利用者（以下「利用者」という）と直接契
約を結び、利用者から HEMS データを取得する代わりに、利用者に対してサービスを提供
するシンプルなモデルである。
アグリゲータがサービサの機能をあわせて有する場合と、アグリゲータがサービサに対
して HEMS サービスで利用するデータを委託してサービスを開発・提供させ、当該サービ
スをアグリゲータの名義で提供することで、利用者に対してはサービサの姿が見えない場
合が存在する。

図表 3.4-1 ユースケース①（アグリゲータがサービス提供主体）のモデル

具体的な事例としては、HEMS データを利用した「電力使用量の見える化サービス」が
挙げられる。電力会社や通信会社によって多く提供されており、HEMS サービスの中では
最も利用されているサービスである。大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、HEMS デー
タを利用することによって、スマートメーター等を利用して提供されているサービスより
も、より細かい粒度のデータをリアルタイムに近い形で提供した。
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3.4.1.2. ユースケース②（アグリゲータがサービス提供主体。第三者提供を伴う）
ユースケース②はアグリゲータがサービス利用者と直接契約を結び、利用者から HEMS
データを取得する代わりに、サービス利用者に対してサービスを提供するケースである。
（※）
この際、アグリゲータはサービサに対して HEMS サービスで利用するデータを個人情報
保護法上の第三者提供によって提供してサービスを開発・提供させ、当該サービスをアグ
リゲータの名義で提供するため、利用者に対してはサービサの姿が見えない。本ユースケ
ース①と似たモデルであるが、個人情報の管理方法が異なる。

図表 3.4-2 ユースケース②（アグリゲータがサービス提供主体。第三者提供を伴う）のモデル

具体的な事例としては、ユースケース①で提供されている事例と同様に、HEMS データ
を利用した「電力使用量の見える化サービス」が多い。
※

大規模 HEMS 情報基盤整備事業では、サービサから顧客情報及び HEMS データの

転々流通を禁止している。そのため本ユースケースでは外部への提供をしないと契約して
いるモデルを想定する。

3.4.1.3. ユースケース③（サービサがサービス提供主体）
ユースケース③は、データの収集についてはアグリゲータと利用者が契約を結び、サー
ビスの提供についてはサービサと利用者が直接契約を結ぶというケースである。
アグリゲータは収集した HEMS サービスで利用するデータをサービサに対して第三者提
供し、サービサは提供を受けた HEMS サービスで利用するデータをもとにサービスを開発
して、利用者に対してサービサ自身の名義でサービスを提供する。
このケースでは、アグリゲータは自身ではサービスを行っていないものとして整理する。
アグリゲータが自身でサービスを行っている場合、当該サービスについてはユースケース
①が当てはまる。
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図表 3.4-3 ユースケース③（サービサがサービス提供主体）のモデル

具体的な事例としては、HEMS データを分析することによって利用者の在／不在を推定
し、その情報を利用して見守りサービスを提供するサービスや、各地域において節電行動
をしている利用者に対してクーポンを配信するサービス（デマンドレスポンス）などが挙
げられる。
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3.4.2

ユースケースの比較

3.4.2.1. ユースケースの比較
前述したユースケース①～③について比較すると、以下のようになる。

図表 3.4-4 ユースケースの比較

利用者との契約

ユースケース①

ユースケース②

ユースケース③

アグリゲータが実施

アグリゲータが実施

アグリゲータと
サービサが
それぞれ実施

アグリゲータ

アグリゲータ

サービサ

なし又は委託

第三者提供

第三者提供

サービサ起因で個

アグリゲータ及びサ

サービサ

サービサ

人情報漏えい事故

ービサ

（アグリゲータに提

（アグリゲータに提

が発生した場合の

（両者間での契約条

供元責任が及ぶ可能

供元責任が及ぶ可能

責任

項の定めにしたがっ

性がある）

性がある）

て内部処理）

（利用者との一次対

利用者への
サービス提供主体
サービサへの
データ提供形態

応はアグリゲータ）
アグリゲータ起因

アグリゲータ

アグリゲータ

アグリゲータ

で個人情報漏えい
事故が発生した場
合の責任
ユースケース②は、アグリゲータ主体でサービスを提供するが、サービサに渡したデー
タの管理や分析、当該データを用いたサービス開発について、サービサを責任の主体とす
る際に採用されることが多い。ただし、サービス利用者はアグリゲータと契約をしている
ことから、一次的な責任はアグリゲータが負うことになることに留意する。またアグリゲ
ータは個人情報の提供元として責任が及ぶこともある。
これに対してユースケース①はアグリゲータ主体でサービスを提供してデータの管理に
ついても責任を負う場合、ユースケース③はサービスをサービサが主体で提供する場合に
利用されるケースである。それぞれ、ユースケース①ではアグリゲータが（サービサ起因
での漏えいの場合はサービサもあわせて責任を負う）、ユースケース③ではサービサが責任
を負うことになる。
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4. アグリゲータ及びサービサの取るべき対応
本章では、3 章で検討した個人情報及び HEMS データの取扱について、アグリゲータ及
びサービサが具体的にどのように対応すべきかについて、ユースケース毎に記載した。

4.1 アグリゲータ
4.1.1

ユースケース①（アグリゲータがサービス提供主体）

ユースケース①は、アグリゲータが基本的に単独で HEMS データの収集と、HEMS デ
ータを利活用したサービスの提供を行うモデルである。
（1） 利用者への通知・公表・明示と同意

アグリゲータは、利用者との間で、以下の情報を通知もしくは公表又は明示する必要が
ある。


利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情報と、それと容易に照
合可能な利用者が設置する HEMS 機器から取得できる HEMS データの利用目的

また、アグリゲータは、利用者との間で以下の同意を得るべきである。


利用目的の範囲内で、利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情
報と、それと容易に照合可能な利用者が設置する HEMS 機器から取得できる HEMS
データを取得し、利用すること

さらに、アグリゲータは、利用者との間で、以下の同意を得ることが望ましい。


利用目的の範囲内で、利用者の顧客情報と HEMS データから加工情報を生成し、利
用すること

具体的な通知もしくは公表又は明示と同意のタイミングとしては、例えば以下のような
フローが想定される。①のタイミングで機器提供に伴う契約を行って顧客情報を収集し、
②のタイミングで電力量計測を開始することで HEMS データの取得を開始する。そして③
のタイミングで HEMS サービスを開始することを想定する。

図表 4.1-1 業務プロセスの通知と同意のタイミング（ユースケース①アグリゲータ）

業務プロセス

通知もしくは公表又は明示

同意

①HEMS 機器の設置

・

・

顧客情報、HEMS デー

顧客情報を取得し、利

（顧客情報の収集）

タの利用目的の通知若

用することの同意を取

②電力量計測の開始

しくは公表又は明示が

得するべき

（HEMS データの収集

必要

・
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HEMS データを取得・

業務プロセス

通知もしくは公表又は明示

同意

開始）

利用することの同意を

③HEMS サービスの開

取得するべき
・

始

加工情報の生成・利用
することの同意取得が
望ましい

・

④サービスの追加
（関連性を有する）

利用目的に新サービス

・

を追加することの通

利用目的変更の同意取
得必要なし

知・公表が必要
・

④’サービスの追加
（関連性を有さない）

利用目的に新サービス

・

を追加することの通

利用目的変更の同意取
得が必要

知・公表が必要
取得する個人情報等の利用目的については、最初のサービス申込みのタイミングで通知
もしくは公表しておくことが必要である。ただし、直接書面（Web サイト上での入力等を
含む）による取得の場合は明示が必要であることに留意する。
そして同意の取得については、サービス申込みのタイミングでまとめて取得する等、実
際のデータの取得・利用を開始するタイミングまでに取得するべきである。
実態としては、HEMS 機器の設置の際にまとめて利用目的の通知もしくは公表又は明示
と個人情報等の取得・利用に関する同意取得を行うことが多くなると考えられる。
サービス実施後に同意取得を必要とするタイミングとしては、サービスの追加時があげ
られる。最初に設定した利用目的の範囲内、もしくは利用目的と関連性を有するサービス
であれば改めて同意を取得する必要はないが、関連性を有さない場合は、利用目的の変更
が必要になる。
例えば、以下のようなケースが想定できる。

図表 4.1-2 サービス追加に関する再同意の必要性（例）

最初の利用目的

追加するサービス

関連性を有する

提供するサービスの記載

機能を拡張、変更するサービス

（再同意不要）

（例）HEMS データを利用

（例）電力利用料の計算サービス

関連性を有さない

した節電サービスの提供

新しい機能を追加、新しい用途の

（要再同意）

サービスを開発
（例）マーケティングへのデータ
の利用
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利用目的については将来的にどのようなサービスを実施する予定なのかを可能な限り想
定して記載しておくことが望ましい。

（2） ひな形

アグリゲータが利用者との間で個人情報の取得・利用について同意を得る際のひな形と
して、別添：個人情報の取扱方針（ひな形）を用意した。

（3） 事業者が情報を取り扱う際の注意点

アグリゲータが顧客情報と容易に照合可能な状態で HEMS データ、加工情報のうち推定
情報を管理している場合、これらの情報はすべて個人情報保護法上の「個人情報」として
適切に取り扱う必要がある。
これに対して、加工情報のうち、統計情報等個人と結びつかないデータについては、個
人情報ではないため、個人情報と同等の取扱をする必要はない。ただし、第三者提供先に
提供するために特定の個人を識別できないように加工したデータについては、アグリゲー
タが個人情報との対応表を保持している場合、個人情報として取り扱うと共に、第三者提
供を行う際には、第三者提供を行うことについて利用者から同意を取得する必要がある。

（4） 委託先との契約

アグリゲータが取得した顧客情報や HEMS データ、加工情報をサービサに委託する場合、
以下のように分けて考える必要がある
①個人情報を含む場合
アグリゲータは、サービサが委託された個人情報の安全管理措置を遵守するように、
適切な監督をしなければならない。
そのため、アグリゲータはサービサを適切に選定し、安全管理措置を遵守させるため
に必要な契約を締結し、委託した個人情報の取扱状況を把握することが求められる。具
体的に契約書に盛り込む規定としては、経済産業省「個人情報の保護に関する法律につ
いての経済産業分野を対象とするガイドライン」43 ページ「個人データの取扱を委託す
る場合に契約に盛り込むことが望まれる事項」を参考にすることが望ましい。
③

個人情報を含まないが、匿名加工情報を含む場合
個人情報保護法の改正法施行によって、サービサは委託された匿名加工情報の再識別
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化を行わないように法律上求められる。
また、アグリゲータは、匿名加工情報の作成する場合、および第三者へ匿名加工情報
を提供する場合は、その旨を公表するとともに、提供する第三者へ当該情報が匿名加工
情報である旨を明示すること等が求められる。
（5） 事故発生時の責任分界

① 個人情報保護法上の責任分界
個人情報が漏えいした場合、原因がアグリゲータであれば、個人情報保護法上の責任は
アグリゲータが負うことになる。
原因がサービサである場合は、個人情報保護法上は、サービサが責任を負うが、委託元
事業者であるアグリゲータも委託先の監督責任を負うことになる。
②

サービサとの契約時の留意点
個人情報漏えいへの対応としてかかった費用等の負担については、アグリゲータとサー

ビサ間が事業開始（委託開始）時までに別途締結する契約条項の定めに従うことになる。
従って、事業開始（委託開始）時までに締結する契約書に、個人情報漏えい時の責任分
界と費用等の負担について予め定めておくことが望ましい。
上記に加え、アグリゲータとしては、サービサに対して自社と同等かそれ以上の個人情
報保護対策を求めることでサービサ起因での個人情報漏えい事故が起きにくくなるように
することもできる。

4.1.2

ユースケース②（アグリゲータがサービス提供主体。第三者提供を伴う）

ユースケース②は、アグリゲータが HEMS データの収集を行い、アグリゲータの名義で
サービス提供を行うモデルである。その際、アグリゲータは HEMS データをサービサに第
三者提供してサービスを開発・提供させ、当該サービスをアグリゲータ名義で提供する。
（1） 利用者への通知・公表・明示と同意

アグリゲータは、利用者との間で以下を行う必要がある。


利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情報と、それと容易に照
合可能な利用者が設置する HEMS 機器から取得できる HEMS データの利用目的の
通知もしくは公表又は明示



利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情報と、それと容易に照
合可能な HEMS データ、加工情報をサービサに第三者提供することの同意の取得

また、アグリゲータは、利用者との間で以下の同意を得るべきである。
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利用目的の範囲内で、利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情
報と、それと容易に照合可能な利用者が設置する HEMS 機器から取得できる HEMS
データを取得し、利用すること

さらに、アグリゲータは、利用者との間で以下の同意を得ることが望ましい。


利用目的の範囲内で、利用者の顧客情報と HEMS データから加工情報を生成し、利
用すること

具体的な通知もしくは公表又は明示と同意のタイミングとしては、例えば以下のような
フローが想定される。①のタイミングで機器提供に伴う契約を行って顧客情報を収集し、
②のタイミングで電力量計測を開始することで HEMS データの取得を開始する。そして③
のタイミングで HEMS サービスを開始するが、そのサービス提供のために顧客情報や
HEMS データをサービサに第三者提供することを想定する。

図表 4.1-3 業務プロセス毎の通知と同意のタイミング（ユースケース②アグリゲータ）

業務プロセス

通知もしくは公表又は明

同意

示
①HEMS 機器の設置

・

顧客情報、HEMS デ

・

顧客情報を取得し、利用

（顧客情報の収集）

ータの利用目的の通

することの同意を取得す

②電力量計測の開始

知もしくは公表又は

るべき

（HEMS データの収集

明示が必要

・

HEMS データを取得・利

開始）

用することの同意を取得

③HEMS サービスの開

するべき
・

始

加工情報を生成・利用す
ることの同意取得が望ま
しい

・

顧客情報、HEMS デー
タ、加工情報の第三者提
供の同意が必要

④サービスの追加

・

（関連性を有する）
④’サービスの追加

・

スを追加すること
・

（関連性を有さない）
⑤サービサの追加

利用目的に新サービ
利用目的に新サービ

必要なし
・

スを追加すること
・

第三者提供先に新規
事業者を追加するこ
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利用目的変更の同意取得
利用目的変更の同意が必
要

・

③で第三者提供の同意を
得ていれば、改めて同意

業務プロセス

通知もしくは公表又は明

同意

示
とが望ましい（※1）
（※3）

取得の必要はない（※2）
・

オプトアウト手段を用意
することが望ましい（※
3）

※1 事前に第三者提供を行うことについて同意を得ていない場合は、第三者提供を
行うことについて同意を得る必要がある。
※2 新サービサが行うサービスが、利用目的の範囲を超えるものである場合は、
利用目的変更の同意を取得する必要がある。
※3 個人情報保護法上は③で第三者提供の同意を取得していれば良いが、利用者との
信頼性構築や、事業者のリスク回避のために、上記同意に加えて第三者提供先を
追加したことの通知・公表や、オプトアウト手段の提供を行うことが有効である
と考えられる。
取得する個人情報等の種類と、当該情報の利用目的、利用方法については、最初のサー
ビス申込みのタイミングで通知しておくことが望ましい。ただし、直接書面（Web サイト
上での入力等を含む）による取得の場合は明示が必要であることに留意する。
同意の取得については、サービス申込みのタイミングでまとめて取得する等、実際のデ
ータの取得・利用を開始するタイミングまでに取得するべきである。
また第三者提供を行う場合は、そのことについて第三者提供を行う前に同意を得る必要
がある。これは申込みのタイミングで取得しても良いが、サービス開始直前に第三者提供
を行うことが明らかになることもあるため、その際に同意を得ても問題ない。
サービス実施後に同意取得を必要とするタイミングとしては、サービスの追加時があげ
られる。最初に設定した利用目的の範囲内、もしくは利用目的と関連性を有するサービス
であれば改めて同意を取得する必要はないが、関連性を有さない場合は、利用目的の変更
が必要になる。
例えば、以下のようなケースが想定できる。

図表 4.1-4 サービス追加に関する再同意の必要性（例）

最初の利用目的

追加するサービス

関連性を有する

提供するサービスの記載

機能を拡張、変更するサービス

（再同意不要）

（例）HEMS データを利用

（例）電力利用料の計算サービス

関連性を有さない

した節電サービスの提供

新しい機能を追加、新しい用途の
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（要再同意）

サービスを開発
（例）マーケティングへのデータ
の利用

利用目的については将来的にどのようなサービスを実施する予定なのかを可能な限り想
定して記載しておくことが望ましい。
また、サービサの追加時には、サービス開始時に予め第三者提供をすることについて同
意を得ている場合、再同意を得る必要はない。ただし、第三者提供先として新たな事業者
が追加されたことを通知・公表すると共に、オプトアウトの手段を提供することが望まし
い。
なお、その際新たなサービサが提供する予定のサービスが、利用目的と関連性を有さな
い場合、利用目的を追加・変更することについて、利用者から同意を取得する必要がある。

（2） ひな形

アグリゲータが利用者との間で個人情報の取得・利用・第三者提供について同意を得る
際のひな形として、別添：個人情報の取扱方針（ひな形）を用意した。

（3） 事業者が情報を取り扱う際の注意点

アグリゲータが顧客情報と容易に照合可能な状態で HEMS データ、加工情報のうち推定
情報を管理している場合、これらの情報はすべて個人情報保護法上の「個人情報」として
適切に取り扱う必要がある。
これに対して、加工情報のうち、統計情報等個人と結びつかないデータについては、個
人情報ではないため、個人情報と同等の取扱をする必要はない。ただし、第三者提供先に
提供するために特定の個人を識別できないように加工したデータについては、アグリゲー
タが個人情報との対応表を保持している場合、個人情報として取り扱うと共に、第三者提
供を行う際には、第三者提供を行うことについて利用者から同意を取得する必要がある。

（4） 第三者提供先との契約

アグリゲータが取得した顧客情報や HEMS データ、加工情報をサービサに第三者提供す
る際、以下のように分けて考えられる。
①個人情報を含む場合
アグリゲータは、サービサが第三者提供を受けた個人情報について安全管理措置を遵
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守するように求めることが望ましい。後述するように、サービサから個人情報が漏えい
した場合、アグリゲータが対応を行うことが想定され、また提供元責任を負う可能性も
あることから、それを防ぐために契約書を整備することが有効な手段の一つとして考え
られる。
安全管理措置の遵守を要求する際に具体的に契約書に盛り込む規定としては、経済産
業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
43 ページ「個人データの取扱を委託する場合に契約に盛り込むことが望まれる事項」を
参考にすることができる。
②個人情報を含まないが、匿名加工情報を含む場合
個人情報保護法の改正法施行によって、サービサは委託された匿名加工情報の再識別
化を行わないように法律上求められる。
また、アグリゲータは、匿名加工情報の作成する場合、および第三者へ匿名加工情報
を提供する場合は、その旨を公表するとともに、提供する第三者へ当該情報が匿名加工
情報である旨を明示すること等が求められる。
（5） 事故発生時の責任分界

① 個人情報保護法上の責任分界
個人情報が漏えいした場合、原因がアグリゲータであれば、個人情報保護法上の責任
はアグリゲータが負うことになる。
原因がサービサであれば、個人情報保護法上の責任はサービサが負うことになる。
ただし、当該ユースケースでは、サービス利用者はアグリゲータと契約しており、サ
ービサは利用者からは見えない契約となっていることから、一次的な利用者対応はアグ
リゲータが行うことが想定される。
② サービサとの契約時の留意点
個人情報漏えいへの対応としてかかった費用等の負担については、アグリゲータとサ
ービサ間が事業開始時までに別途締結する契約条項の定めに従うことになる。
従って、事業開始時までに締結する契約書に、個人情報漏えい時の責任分界と費用の
負担等について予め定めておくことが望ましい。
特に、当該ユースケースでは、サービス利用者との一次対応をアグリゲータが担う可
能性が高く、アグリゲータ側にも大きな費用が発生する可能性があることから、サービ
サ起因の漏えい事故発生時にもサービサに対して費用負担を求めることがあることにつ
いて、アグリゲータは契約に盛り込んでおくことが望ましい。
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4.1.3

ユースケース③（サービサがサービス提供主体）

ユースケース③は、アグリゲータが HEMS データの収集を行い、HEMS データをサー
ビサに第三者提供する。その上でサービサがサービスを開発・提供して、当該サービスを
サービサ名義で提供するモデルである。
（1） 利用者への通知・公表・明示と同意

アグリゲータは、利用者との間で以下を行う必要がある。


利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情報と、それと容易に照
合可能な利用者が設置する HEMS 機器から取得できる HEMS データの利用目的の
通知もしくは公表又は明示



利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情報と、それと容易に照
合可能な HEMS データ、加工情報をサービサに第三者提供することの同意取得

また、アグリゲータは、利用者との間で以下の同意を得るべきである。


利用目的の範囲内で、利用者の顧客情報のうち利用者への連絡等の到達に必要な情
報と、それと容易に照合可能な利用者が設置する HEMS 機器から取得できる HEMS
データを取得し、利用すること

さらに、アグリゲータは、利用者との間で以下の同意を得ることが望ましい。


利用目的の範囲内で、利用者の顧客情報と HEMS データから加工情報を生成し、利
用すること

具体的な通知もしくは公表又は明示と同意のタイミングとしては、例えば以下のような
フローが想定される。①のタイミングで機器提供に伴う契約を行って顧客情報を収集し、
②のタイミングで電力量計測を開始することで HEMS データの取得を開始する。そして③
のタイミングで HEMS サービスを開始するが、そのサービス提供のために顧客情報や
HEMS データをサービサに第三者提供することを想定する。

図表 4.1-5 業務プロセス毎の通知と同意のタイミング（ユースケース③アグリゲータ）

業務プロセス

通知もしくは公表又は明

同意

示
①HEMS 機器の設置

・

顧客情報、HEMS デ

・

顧客情報を取得し、利用す

（顧客情報の収集）

ータの利用目的の

ることの同意を取得するべ

②電力量計測の開始

通 知 も し くは 公 表

き

（HEMS データの収

又は明示が必要
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・

HEMS データを取得し、利

業務プロセス

通知もしくは公表又は明

同意

示
集開始）

用することの同意を取得す

③サービサが提供す

るべき

る HEMS サービスの

・

加工情報を生成・利用する
ことの同意取得が望ましい

開始
・

顧客情報、HEMS データ、
加工情報の第三者提供の同
意が必要

④サービスの追加

・

（関連性を有する）
④’サービスの追加

・

スを追加すること
・

（関連性を有さない）
⑤サービサの追加

利用目的に新サービ
利用目的に新サービ

要なし
・

スを追加すること
・

第三者提供先に新規

利用目的変更の同意取得必
利用目的変更の同意取得が
必要

・

③で第三者提供の同意を得

事業者を追加するこ

ていれば、改めて同意取得

とが望ましい（※1）

の必要はない（※2）

（※3）

・

オプトアウト手段を用意す
ることが望ましい（※3）

※1 事前に第三者提供を行うことについて同意を得ている場合は、通知・公表を行う
ことが望ましい。
同意を得ていない場合は、第三者提供を行うことについて同意を得る必要がある。
※2 新サービサが行うサービスが、利用目的の範囲を超えるものである場合は、
利用目的変更の同意を取得する必要がある。
※3 個人情報保護法上は③で第三者提供の同意を取得していれば良いが、利用者との
信頼性構築や、事業者のリスク回避のために、同意に加えて第三者提供先を追加
したことの通知・公表や、オプトアウト手段の提供を行うことが有効であると考
えられる。
取得する個人情報等の種類と、当該情報の利用目的、利用方法については、最初のサー
ビス申込みのタイミングで通知しておくことが望ましい。ただし、直接書面（Web サイト
上での入力等を含む）による取得の場合は明示が必要であることに留意する。
同意の取得についても、サービス申込みのタイミングでまとめて取得する等、実際のデ
ータの取得・利用を開始するタイミングまでに取得するべきである。
また第三者提供を行う場合は、そのことについて第三者提供を行う前に同意を得る必要
がある。これは申込みのタイミングに取得しても良いが、サービス開始直前に第三者提供
を行うことが明らかになることもあるため、その際に同意を得ても問題ない。
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なお、データの第三者提供を受けるサービサは、別途サービス開始時に同意を得ること
が望ましい。
（4.2.3(1)を参照）
サービス実施後に同意取得を必要とするタイミングとしては、サービスの追加時があげ
られる。最初に設定した利用目的の範囲内、もしくは利用目的と関連性を有するサービス
であれば改めて同意を取得する必要はないが、関連性を有さない場合は、利用目的の変更
が必要になる。
例えば、以下のようなケースが想定できる。

図表 4.1-6 サービス追加に関する再同意の必要性（例）

最初の利用目的

追加するサービス

関連性を有する

提供するサービスの記載

機能を拡張、変更するサービス

（再同意不要）

（例）HEMS データを利用

（例）電力利用料の計算サービス

関連性を有さない

した節電サービスの提供

新しい機能を追加、新しい用途の

（要再同意）

サービスを開発
（例）マーケティングへのデータ
の利用

利用目的については将来的にどのようなサービスを実施する予定なのかを可能な限り想
定して記載しておくことが望ましい。
また、サービサの追加時には、サービス開始時に予め第三者提供をすることについて同
意を得ている場合、再同意を得る必要はない。ただし、第三者提供先として新たな事業者
が追加されたことを通知・公表すると共に、オプトアウトの手段を提供することが望まし
い。
なお、その際新たなサービサが提供する予定のサービスが、利用目的と関連性を有さな
い場合、利用目的を追加・変更することについて、利用者から同意を取得する必要がある。

（2） ひな形

アグリゲータが利用者との間で個人情報の取得・利用・第三者提供について同意を得る
際のひな形として、別添：個人情報の取扱方針（ひな形）を用意した。

（3） 事業者が情報を取り扱う際の注意点

アグリゲータが顧客情報と容易に照合可能な状態で HEMS データ、加工情報のうち推定
43

情報を管理している場合、これらの情報はすべて個人情報保護法上の「個人情報」として
適切に取り扱う必要がある。
これに対して、加工情報のうち、統計情報等個人と結びつかないデータについては、個
人情報ではないため、個人情報と同等の取扱をする必要はない。ただし、第三者提供先に
提供するために特定の個人を識別できないように加工したデータについては、アグリゲー
タが個人情報との対応表を保持している場合、個人情報として取り扱うと共に、第三者提
供を行う際には、第三者提供を行うことについて利用者から同意を取得する必要がある。

（4） 第三者提供先との契約

アグリゲータが取得した顧客情報や HEMS データ、加工情報をサービサに第三者提供す
る際、以下のように分けて考えられる。
①個人情報を含む場合
アグリゲータは、サービサが委託された個人情報の安全管理措置を遵守するように求
めることが望ましい。後述するように、サービサから個人情報が漏えいした場合、アグ
リゲータに提供元責任が及ぶ可能性もある。
安全管理措置の遵守を要求する際に具体的に契約書に盛り込む規定としては、経済産
業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」
43 ページ「個人データの取扱を委託する場合に契約に盛り込むことが望まれる事項」を
参考にすることができる。
②個人情報を含まないが、匿名加工情報を含む場合
個人情報保護法の改正法施行によって、サービサは委託された匿名加工情報の再識別
化を行わないように法律上求められる。
また、アグリゲータは、匿名加工情報の作成する場合、および第三者へ匿名加工情報
を提供する場合は、その旨を公表するとともに、提供する第三者へ当該情報が匿名加工
情報である旨を明示すること等が求められる。
（5） 事故発生時の責任分界

① 個人情報保護法上の責任分界
個人情報が漏えいした場合、原因がアグリゲータであれば、個人情報保護法上の責任
はアグリゲータが負うことになる。
原因がサービサであれば、個人情報保護法上の責任はサービサが負うことになる。
② サービサとの契約時の留意点
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個人情報漏えいへの対応としてかかった費用等の負担については、アグリゲータとサ
ービサ間が事業開始時までに別途締結する契約条項の定めに従うことになる。
従って、事業開始時までに締結する契約書に、個人情報漏えい時の責任分界と費用の
負担等について予め定めておくことが望ましい。

4.1.4

事業終了時の手続

HEMS サービスの提供を終了する場合、それまでに取得したデータの取扱を検討するこ
とが望ましい。
（1） 個人情報を含むデータの取扱

①基本的な対応
個人情報保護法上、取得した個人情報は、利用目的終了後、速やかに削除することが求
められる。そのため、顧客情報と、顧客情報と紐付いた HEMS データ等は、利用目的終了
後に速やかに削除することが必要である。
ただし、事業終了後も手続等で連絡する必要があるなどの理由がある場合には、その期
間は保有しておくことが可能である。
またユースケース①で委託を行っている場合、委託先に提供した顧客情報と、顧客情報
と紐付いた HEMS データについては、利用目的終了後に速やかに回収又は削除させること
が必要である。
②事業を引き継いで新規サービスを実施する場合
事業終了後、終了したサービスで取得した情報を活用できる新規のサービスを開始する
場合、既存の顧客情報や顧客情報と紐付けた HEMS データ等を活用するためには、事業者
が利用者から個人情報の利用目的を変更したことについて同意を得る必要がある。
また、あわせて新規サービスで個人情報を取得することについて、利用目的を通知もし
くは公表又は明示することが必要である。
（2） 加工情報の取扱

事業で取得したデータを加工して統計情報等にし、特定の個人の識別ができなくなって
いる情報については、個人情報保護法上削除を求められるものではない。
また、顧客情報を削除して特定の個人の識別ができなくした HEMS データについても、
顧客情報が廃棄されていれば、アグリゲータ内で個人を特定できなくなるため、保有を行
うことができる。
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4.2 サービサ
4.2.1

ユースケース①（アグリゲータがサービス提供主体）

ユースケース①は、アグリゲータが基本的に単独で HEMS データの収集と、HEMS デ
ータを利活用したサービスの提供を行うモデルである。サービサはアグリゲータの委託先
となるモデルである。
（1） 利用者への通知・公表と同意

サービサは、アグリゲータからデータの提供を受ける。またサービスもアグリゲータに
対して行うことから、利用者との接点は生じない。
ただし、委託によって個人情報を受け取る場合、受け取った情報の利用目的を通知もし
くは公表する必要がある。
（2） ひな形

本ユースケースでは利用者との接点が生じないことから、サービサ向けひな形は作成し
ていない。しかし、例えば、「電力利用データの分析処理サービスを業として行うために、
委託された個人情報を取り扱います」等の形で利用目的を公表すること等が必要である。
（3） 事業者が情報を取り扱う際の注意点

サービサが、アグリゲータからどのようなデータを受け取るかによって以下のように分
けて考えられる。
①個人情報を含む場合
サービサは、アグリゲータから個人情報の委託を受けた場合、その情報について安全
管理措置を遵守するように求められることがある。またアグリゲータから監督を受ける
ことになる。
その際には、経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対
象とするガイドライン」43 ページ「個人データの取扱を委託する場合に契約に盛り込む
ことが望まれる事項」が利用されることが多いと考えられるため、ここで記載されてい
る事項に対応可能かどうかを予め検討しておくことが望ましい。
②アグリゲータ側で個人を識別できないように処理したデータの提供を受けた場合
アグリゲータから特定の個人の識別が不可能になったデータの提供を受けた場合、サ
ービサは当該情報を個人情報として取り扱う必要はない。
③個人情報を含まないが、匿名加工情報を含む場合
個人情報保護法の改正法施行によって、サービサは委託された匿名加工情報の再識別
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化を行わないように法律上求められる。
そのため当該データの分析や他のデータとの組合せによって個人を特定する行為は、
行ってはならない。
また匿名加工情報を第三者に提供する時は、あらかじめ提供方法等を公表するととも
に、提供する第三者へ当該情報が匿名加工情報である旨を明示すること等が求められる。
（4） 事故発生時の責任分界

①個人情報保護法上の責任分界
個人情報が漏えいした場合、原因がアグリゲータであれば、個人情報保護法上の責任
はアグリゲータが負うことになる。
原因がサービサである場合も、個人情報保護法上は、委託元事業者であるアグリゲー
タが責任を負うことになる。
②アグリゲータとの契約時の留意事項
個人情報漏えいへの対応としてかかった費用等の負担については、アグリゲータとサ
ービサ間が事業開始（委託開始）時までに別途締結する契約条項の定めに従うことにな
る。
従って、事業開始（委託開始）時までに締結する契約書に、個人情報漏えい時の責任
分界と費用の負担等について予め定めておくことが望ましい。
上記に加え、サービサはアグリゲータとの契約に定められている安全管理措置への対
応等を実施していることを定期的に確認し、十分な対応をしていたことを示せるように
しておくことが望ましい。

4.2.2

ユースケース②（アグリゲータがサービス提供主体。第三者提供を伴う）

ユースケース②は、アグリゲータが HEMS データの収集を行い、アグリゲータの名義で
サービス提供を行うモデルである。その際サービサはアグリゲータから HEMS データの第
三者提供を受けてサービスを開発・提供し、当該サービスはアグリゲータ名義で提供され
る。
（1） 利用者への通知・公表と同意

サービサは、アグリゲータからデータの提供を受ける。またサービスもアグリゲータに
対して行うことから、利用者との接点は生じない。
ただしアグリゲータから第三者提供で個人情報を受け取る場合、受け取った情報の利用
目的の通知もしくは公表が必要である。
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（2） ひな形

サービサが利用者との間で締結するサービス提供契約において、個人情報の利用目的や
利用方法等について記載する場合のひな形として、別添：個人情報の取扱方針（ひな形）
を用意した。
サービサが利用者との間でサービス提供契約を結ばない場合、例えば、「電力利用データ
の分析処理サービスを業として行うために、第三者提供された個人情報を取り扱います」
等の形で利用目的を公表すること等が必要である。
（3） 事業者が情報を取り扱う際の注意点

サービサが、アグリゲータからどのようなデータを受け取るかによって、以下のように
分けて考えられる。
①個人情報を含む場合
サービサは、アグリゲータから第三者提供を受けた顧客情報、HEMS データ、加工情
報のうち推定データを容易に照合可能な状態で管理する場合、これらの情報をすべて個
人情報保護法上の「個人情報」として適切に取り扱う必要がある。
サービサは個人情報取扱事業者となるため、適切な安全管理措置を講じることが必要
である。なお、経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対
象とするガイドライン」26 ページ「2-2-3-2.安全管理措置」が参考になるため、ここで記
載されている事項に対応可能かどうかを予め検討しておくことが望ましい。
②アグリゲータ側で個人を識別できないように処理したデータの提供を受けた場合
アグリゲータから特定の個人の識別が不可能になったデータの提供を受けた場合、サ
ービサは当該情報を個人情報として取り扱う必要はない。
③個人情報を含まないが、匿名加工情報を含む場合
個人情報保護法の改正法施行によって、サービサは委託された匿名加工情報の再識別
化を行わないように法律上求められる。
そのため当該データの分析や他のデータとの組合せによって、個人を特定する行為は
行ってはならない。
また匿名加工情報を第三者に提供する時は、あらかじめ提供方法等を公表するととも
に、提供する第三者へ当該情報が匿名加工情報である旨を明示すること等が求められる。
（4） 事故発生時の責任分界

①個人情報保護法上の責任分界
個人情報が漏えいした場合、原因がアグリゲータであれば、個人情報保護法上の責任
48

はアグリゲータが負うことになる。
原因がサービサであれば、個人情報保護法上の責任はサービサが負うことになる。
ただし、当該ユースケースでは、サービス利用者はアグリゲータと契約しており、サ
ービサは利用者からは見えない契約となっていることから、一次的な利用者対応はアグ
リゲータが行うことが想定される。
②アグリゲータとの契約時の留意事項
個人情報漏えいへの対応としてかかった費用等の負担については、アグリゲータとサ
ービサ間が事業開始時までに別途締結する契約条項の定めに従うことになる。
従って、事業開始時までに締結する契約書に、個人情報漏えい時の責任分界と費用の
負担等について予め定めておくことが望ましい。
特に、当該ユースケースでは、サービス利用者との一次対応をアグリゲータが担う可
能性が高く、アグリゲータ側にも大きな費用が発生する可能性がある点に留意しておく
ことが望ましい。
上記に加え、サービサはアグリゲータとの契約に定められている安全管理措置への対
応等を実施していることを定期的に確認し、十分な対応をしていたことを示せるように
しておくことが望ましい。

4.2.3

ユースケース③（サービサがサービス提供主体）

ユースケース③は、アグリゲータが HEMS データの収集を行い、HEMS データをサー
ビサに第三者提供する。その上でサービサがサービスを開発・提供して、当該サービスを
サービサ名義で提供するモデルである。
（1） 利用者への通知・公表・明示と同意

サービサは、利用者との間でサービス提供に関する契約を締結することが想定される。
このケースでは利用者の顧客情報や HEMS データ等については、アグリゲータから第三
者提供を受けるが、実際に利用する情報の種類と、利用目的を表示の上、同意を得ておく
ことが望ましい。また、独自に利用者から個人情報を取得する場合は、その取得する情報
の利用目的について通知もしくは公表又は明示が必要であり、あわせて情報を取得し、利
用することについて同意を得ておくべきである。
利用目的の通知もしくは公表又は明示と、情報を取得し、利用することについて同意を
得るタイミングとしては、HEMS サービスを提供する契約時が望ましい。ただし、契約時
に直接書面（Web サイト上での入力等を含む）により個人情報を取得する場合は、その時
点で明示が必要であることに留意する。
なお、個人情報の利用目的や利用方法等については、サービス提供契約に記載しておく
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と共に、ウェブサイト上等でも通知・公表しておくことが望ましい。
（2） ひな形

サービサが利用者との間で締結するサービス提供契約において、個人情報の利用目的や
利用方法等について記載する場合のひな形として、別添：個人情報の取扱方針（ひな形）
を用意した。
（3） 事業者が情報を取り扱う際の注意点

サービサが、アグリゲータからどのようなデータを受け取るかによって分けて考える必
要がある。
①個人情報を含む場合
サービサは、アグリゲータから第三者提供を受けた顧客情報、HEMS データ、加工情
報のうち推定データを容易に照合可能な状態で管理する場合、これらの情報をすべて個
人情報保護法上の「個人情報」として適切に取り扱う必要がある。
サービサは個人情報取扱事業者となるため、適切な安全管理措置を講じることが必要
である。なお、経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対
象とするガイドライン」26 ページ「2-2-3-2.安全管理措置」が参考になるため、ここで記
載されている事項に対応可能かどうかを予め検討しておくことが望ましい。
②アグリゲータ側で個人を識別できないように処理したデータの提供を受けた場合
アグリゲータから特定の個人の識別が不可能になったデータの提供を受けた場合、サ
ービサは当該情報を個人情報として取り扱う必要はない。
③個人情報を含まないが、匿名加工情報を含む場合
個人情報保護法の改正法施行によって、サービサは委託された匿名加工情報の再識別
化を行わないように法律上求められる。
そのため当該データの分析や他のデータとの組合せによって、個人を特定する行為は
行ってはならない。
また匿名加工情報を第三者に提供する時は、あらかじめ提供方法等を公表するととも
に、提供する第三者へ当該情報が匿名加工情報である旨を明示すること等が求められる。
（4） 事故発生時の責任分界

①個人情報保護法上の責任分界
個人情報が漏えいした場合、原因がアグリゲータであれば、個人情報保護法上の責任
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はアグリゲータが負うことになる。
原因がサービサであれば、個人情報保護法上の責任はサービサが負うことになる。
②サービサとの契約時の留意点
個人情報漏えいへの対応としてかかった費用等の負担については、アグリゲータとサ
ービサ間が事業開始（委託開始）時までに別途締結する契約条項の定めに従うことにな
る。
従って、事業開始（委託開始）時までに締結する契約書に、個人情報漏えい時の責任
分界と費用の負担等について予め定めておくことが望ましい。
上記に加え、サービサはアグリゲータとの契約に定められている安全管理措置への対
応等を実施していることを定期的に確認し、十分な対応をしていたことを示せるように
しておくことが望ましい。

4.2.4

事業終了時の手続

HEMS サービスの提供を終了する場合、それまでに取得したデータの取扱を検討するこ
とが望ましい。
（1） 個人情報を含むデータの取扱

①基本的な対応
個人情報保護法上、取得した個人情報は、利用目的終了後、速やかに削除することが
求められる。そのため、顧客情報と、顧客情報と紐付いた HEMS データ等は、利用目的
終了後に速やかに削除することが必要である。
ただし、事業終了後も手続等で連絡する必要があるなどの理由がある場合には、その
期間は保有しておくことが可能である。
②事業を引き継いで新規サービスを実施する場合
事業終了後、終了したサービスで取得した情報を活用できる新規のサービスを開始す
る場合、既存の顧客情報や顧客情報と紐付けた HEMS データ等を活用するためには、事
業者が利用者から個人情報の利用目的を変更したことについて同意を得る必要がある。
また、あわせて新規サービスで個人情報を取得することについて、利用目的を通知も
しくは公表又は明示することが必要である。
（2） 加工情報の取扱

事業で取得したデータを加工して統計情報等にし、特定の個人の識別ができなくなって
いる情報については、個人情報保護法上削除を求められるものではない。
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また、顧客情報等を削除して特定の個人の識別ができなくした HEMS データについても、
顧客情報が廃棄されていれば、サービサ内で個人を特定できなくなるため、保有を行うこ
とができる。
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5. 国際的な動向
海外でも同様に、電力利用データを活用したサービスが提供されている。ここでは諸外
国における電力利用データの収集・利活用事例から、日本にとって参考になるものを中心
に整理する。

5.1 英国の HEMS サービスの概要とデータ利活用の仕組み
5.1.1

スマートメーターのデータ利活用

（1） 概要

英国では、エネルギー・気候変動省（Department of Energy and Climate Change : DECC）
が策定した Smart Metering Implementation Programme（SMIP）に基づき、電気・ガス
の小売会社が電気・ガスあわせて 5300 万台のスマートメーターを 2020 年を目標に導入完
了させることが求められている。ただし、2015 年 6 月時点のスマートメーターの運用台数
は約 70 万台（全体の 2.7%）であり、2016 年以降に本格化する予定である。
このスマートメーターのデータを利活用する仕組みについて、英国では下記のように政
府・規制機関によって検討が行われている。なお、2016 年 2 月時点ではまだ下記の仕組み
は運用が開始されていないため、現時点では予定の段階である。
データ利活用については、DECC が策定した SMIP に基づいて、電気・ガスの利用デー
タをスマートメーターで取得し、政府の指定するアグリゲータに情報を集約した上で、サ
ービス提供事業者に渡す仕組みが検討されている。スマートメーターによって取得される
データの収集・管理・第三者提供を行うアグリゲータについては、DCC（Data and
Communication Company）という主体を電気・ガスの規制機関である Ofgem
（Office of Gas
and Electricity Markets）が選定してライセンスを交付することとし、この DCC から、電
気・ガスの小売事業者や、第三者に対して電気・ガスの利用データの提供が行われ、各事
業者によって当該データが利活用されることが想定されている。（図表 3.5-1 を参照）
DCC の機能を担う事業者は規制上、複数設置できるようにされているが、2016 年 2 月
時点では 1 社のみが選定されている。本格運用は 2016 年 10 月頃を予定されており、それ
以降、利用者からのスマートメーターによる電気・ガスの利用データの DCC での取得・集
約、DCC から第三者へのデータ提供、第三者におけるデータの利活用が行われることとな
る。
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図表 5.1-1 英国のスマートメーターのデータ利活用のフロー

（2） データの取扱に関する考え方

DCC から電気・ガスの小売会社や第三者に対して電気・ガスの利用データを提供する際
の規定についても策定が進んでいる。DECC が SMIP に基づいて、DAPF（Data Access and
Privacy Framework）を作成し、現在レビューが行われている。この仕組みに基づいて、
電力・ガス事業者や第三者の代表者がメンバーとなる SEC Panel が Smart Energy Code
（SEC）を策定し、この規定に従っている事業者が DCC からデータ提供を受けられるよう
になる予定である。
DAPF では、スマートメーターのデータに関するデータアクセスとプライバシー保護に
ついて基本的なフレームワークが規定されている（図表 3.5-2 を参照）。電気／ガスの利用
データを利用する主体を 3 つに分けて、それぞれの主体のデータの利用目的・利用方法に
合わせて、アクセス可能なデータとアクセスの条件を定めることが想定されている。例え
ば、電気・ガスの小売事業者は、課金等の業務に利用する月単位以上の粒度のデータにつ
いては利用者の同意なくアクセスすることが可能になるが、マーケティング目的に利用す
る際にはどのような粒度のデータであれ、必ず利用者から事前の同意を得ることが必要と
なることが予定されている。
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図表 5.1-2 英国のスマートメーターのデータアクセス規制のフレームワーク（レビュー中）
データの利用主体

データの用途・目的

アクセス可能なデータ

データアクセスの条件

Supplier

課金等小売事業者のライセンスに基づく業務で
の利用

月単位以上の粒度のデータ

• 条件なし

日単位以上の粒度のデータ

• 生活者による事後の利用制限（Opt-out）を
可能とすること

30分単位の粒度のデータ

• 生活者の事前の同意（Opt-in）を得ること

マーケティングの目的での利用

全てのデータ

• 生活者の事前の同意（Opt-in）を得ること

規制業務の執行における目的での利用

匿名化されたデータ

• アクセスするデータの粒度や利用目的、デー
タ取得の必要性、匿名化の方法等について
記載したプライバシー保護の計画について
事前にOfgemの承認を得ていること

全ての利用

全てのデータ

• 何らかの方法で顧客がデータの主体と合致
していることを確認すること
• 生活者の事前の同意（Opt-in）を得ること
• 定期的に生活者に対し、データのアクセスに
ついて通知すること

電気・ガス小売事業者

マーケティング以外の目的での利用

Network operator
配電会社・ガス配給会社

Third party
メータリング社、メーカー、
その他サービス会社

このように、英国では基本的には政府及び規制機関によって、スマートメーターで取得
されたデータ流通の仕組みや規定を定めることが想定されている。
2016 年 2 月時点では本格運用が始まっていないため、まだ明確な規定が定まっているわ
けではないが、ヒアリングによればデータ利活用の範囲について民間の事業者が定めるこ
とができる範囲はあまりないと考えられている。

5.1.2

スマートメーター以外のデータの利活用

前述の通り、スマートメーターで取得されるデータについては、DECC や Ofgem によっ
て規制が定められている。
一方、サービス利用者やサービス提供者が、スマートメーター以外に個別に HEMS 機器
を設置して電力利用データを第三者に提供し、利活用するサービスについては、DECC の
SMIP 等の仕組みの対象外とされている。例えば、自分で配電盤に電力利用データを収集す
る機器を設置し、インターネット経由でサービス事業者に送ることで受けられるサービス
などは、対象外となる。
このようなサービスの場合、規制機関へのヒアリングによれば、電力利用データの取扱
はデータ保護法（Data Protection Act1998）に基づいて判断されることになる。そのため、
民間事業者によってデータ利活用の範囲を定める余地があると考えられるが、現時点でこ
のようなサービスが普及していないため、特に政府・規制機関での検討は行われていない
とのことである。
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5.2 米国の HEMS サービスの概要とデータ利活用の仕組み
5.2.1

概要

米国ではスマートメーターの普及が進んでおり、2014 年 7 月時点で 5000 万台以上（住
宅の 43%）に達している。各州により導入状況は異なるが、大手の電力会社はほぼ全ての
顧客にスマートメーターを導入している。
スマートメーターのデータの活用については、連邦政府に州の公益事業を規制する権利
がないことから、連邦政府の制定したガイドラインをもとに、各州が具体的な規制を定め
る構成となっている。
連邦政府では、エネルギー省（Department of Energy: DOE）が Privacy Voluntary Code
of Conduct（VCC）を定めている。これはスマートメーターのデータ利活用について、各
州のエネルギー規制機関の情報源となるようにベストプラクティスを示すという目的で策
定されたガイドラインであり、2015 年 1 月に最終版が策定されている。前述の通り、DOE
は各州の公益事業を規制する権利を有さないことから、このガイドラインに強制力はない。
各州では、このガイドラインを受けてルールを策定することになるが、一部の州では連
邦政府に先んじてエネルギーデータのプライバシー保護ルールを策定している。例えば、
カリフォルニア州では 2011 年に顧客情報のプライバシーに関するルールが策定されている。
また、コロラド州では 2010 年にアグリゲータに関するプライバシールールが策定され、
2015 年に運用を踏まえた改訂が行われている。なお、2016 年 2 月時点でエネルギーデー
タのプライバシールールが定められている州は少数であり、前述のカリフォルニア州、コ
ロラド州とあわせて 5 州程度である。各州は、各州の公益事業を規制する権利を持つこと
から、これらのルールは事業者に対する義務として定められている。

5.2.2

データの取扱における同意取得の要否

（1） VCC における規定

DOE の定めている VCC は、前述の通り各州のエネルギー規制機関の情報源となるよう
にベストプラクティスを示すために作成されている。記載内容については①消費者への通
知、②消費者が自身のデータをコントロールする際の方法、③消費者のデータへのアクセ
ス方法、④消費者のデータの保全とセキュリティ、⑤自己監査についてである。
データ取扱に関する部分は②、③で、以下の２つの基準で整理されている。
1. サービサがアグリゲータの Contracted Agent（定義は下記）であるかどうか
2. サービサのデータ利用目的が、Primary Purpose（一次目的）か Secondary Purpose
（二次目的）か
1.の Contracted Agent は、VCC において、電力会社等のアグリゲータと契約関係にあり、
かつ、一次目的または二次目的でサービス提供を支援する事業者と定義されている。その
上で、アグリゲータは Contracted Agent がアグリゲータと同様の基準で顧客情報と電力利
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用データを取り扱うように管理する責任を負う。そして、サービサが Contracted Agent で
ある場合、アグリゲータはサービサに顧客情報と電力利用データを提供する際に、消費者
からの同意を得る必要はない。そのため、Contracted Agent のモデルは、日本の個人情報
保護法でいう委託モデルに該当すると考えて良い。
そして 1.、2.で言及されている一次目的と二次目的については、VCC では以下のように
定義している。

図表 5.2-1 電力利用データの提供における目的の定義（連邦政府）

目的の定義
顧客情報（Account Data）や、電力利用データ（Customer Energy
一次目的

Usage Data）について、以下の利用を目的としている

Primary Purpose



顧客の選択したサービスの提供、サービスの維持・継続



顧客の期待に反しない範囲での第三者とのデータ共有

一次目的とは大きく異なった目的で、アグリゲータもしくは

二次目的
Secondary Purpose

Contracted Agent によって提供されているサービスで掲げられて
いる目的

この一次目的に含まれるサービスの提供を目的としている場合、アグリゲータはサービ
サに対して消費者の同意なく顧客情報と電力利用データの双方を提供することが可能であ
る。それに対して、二次目的に含まれるサービスの提供を目的としている場合は、アグリ
ゲータは消費者から同意を得なくてはサービサに顧客情報も電力利用データも提供できな
い。
これらを整理すると、以下の表のようになる。

図表 5.2-2 電力利用データの提供における同意の必要性（連邦政府）

Contracted Agent
一次目的
Primary Purpose
二次目的
Secondary Purpose

第三者

消費者の同意なしで

消費者の同意なしで

提供可能

提供可能

消費者の同意なしで
提供可能

消費者の同意が必要

（2） カリフォルニア州における規定

カリフォルニア州では、公益事業の規制機関であるカリフォルニア州公益事業委員会
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（California Public Utilities Commission: CPUC）が、Decision Adopting Rules to Protect
the Privacy and Security of the Electricity Usage Data of the Customers of Pacific Gas
and Electric Company, Southern California Edison Company and San Diego Gas &
Electric Company（Decision 11-07-056）として、電力会社を規制する顧客情報と電力利用
データのプライバシールールを定めている。
このルールは連邦政府の VCC に先行して作成されているものではあるが、VCC と同様
に、顧客情報と電力利用データの利用目的を一次目的と二次目的に分けて、目的によって
データの利用に際しての同意取得の要否を定めている。一次目的の場合、消費者からの同
意なく第三者に対して顧客情報と電力利用データの提供を行うことが可能であるが、二次
目的での利用の場合、目的ごとに事前に消費者からの同意を必要とする。

図表 5.2-3 電力利用データの提供における同意の必要性（カリフォルニア）

目的

目的の定義

一次目的



Primary Purposes

同意の必要性

保護対象情報（※）を収集、保管、使用、 消費者の同意な
開示する一次目的は、次に準ずる。


電気やガスの供給や請求のため



システム、系統や運用上必要なもの

しで提供可能

を提供するため


州法や連邦法の要求に基づき、また
はコミッションの指令により承認
されたサービスを提供するため



電力会社、ガス会社、電力サービス
プロバイダ、アグリゲータ等との契
約に基づく、デマンドレスポンス、
エネルギーマネジメントや省エネ
プログラムの導入を実施するため

二次目的



一次目的ではない目的

Secondary

消費者の同意が
必要

Purposes
※あらゆる電力もしくはガスについて取得される使用量情報で、個人、家族、世帯、住
宅や非住宅顧客を特定できる情報を関連付けられているもの。個人、家族、世帯、住
宅情報が削除されて識別、再識別ができないものは、保護対象情報に含まれない。
（3） コロラド州における規定

コロラド州でもカリフォルニア州と同様に、公益事業を規制するコロラド州公益事業委
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員会（Colorado Public Utilities Commission: Colorado PUC）が、4 Code of Colorado
Regulations (CCR) 723-3

-PART 3 RULES REGULATING ELECTRIC UTILITIES と

して、電力会社を規制する顧客情報と電力利用データのプライバシールールを定めている。
このルールは連邦政府の VCC よりも先行して作成されていることもあり、VCC で定め
られているデータの同意取得に関する基準と同じものは規定されていない。
ただし、Contracted Agent については NDA を結んだ上で顧客情報と電力利用データを
提供することが可能であるとされている。それ以外の場合や、第三者に対しては、消費者
の同意なく顧客情報も電力利用データも開示することが認められていない。
また集約したデータ（Aggregated Data）の提供に関して、15/15 ルール、4/50 ルール、
4/80 ルールによって同意なく提供できることが定められている。（3.5.2.4 で後述。）
（4） 民間事業者の対応

民間事業者は各州の規定に基づいて、第三者への提供方法について定めている。例えば
カリフォルニア州の場合、民間事業者である PG&E 社、SDG&E 社が顧客情報と電力利用
データの第三者への提供を可能としている。その際、各社が一次目的について詳細な定義
をしているが、PG&E 社の場合、下記の表に挙げるように詳細化の際に、一部、目的の定
義の表現がガイドラインと変わっている。民間事業者側は、ガイドラインの許す範囲で提
供を希望するサービスを一次目的に入れて、消費者の同意なくして顧客情報と電力利用デ
ータを提供可能にしていると考えられる。なお、規制機関へのヒアリングでは、規制機関
は民間事業者がこのように範囲を詳細化することについて問題視していない。

図表 5.2-4 PG&E における電力利用データの利用目的と同意の必要性

目的

目的の定義（PG&E の場合）

一次目的



Primary Purposes

同意の必要性

保護対象情報（※）を収集、保管、使用、 消費者の同意な
開示する Primary Purposes は、次に準
ずる。


電気やガスの供給や請求のため



システム、系統や運用上必要なもの
を提供するため



州法や連邦法の要求に基づき、また
はコミッションの指令により承認
されたサービスを提供するため



PG&E との契約やコミッションと
の契約に基づく、または一部のコミ
ッションが承認したプログラムで
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しで提供可能

目的

目的の定義（PG&E の場合）

同意の必要性

ある、デマンドレスポンス、エネル
ギーマネジメントや省エネプログ
ラムの計画、導入や評価を実施する
ため
二次目的



一次目的ではない目的

Secondary

消費者の同意が
必要

Purposes
※PG&E の AMI（Advanced Metering Infrastructure の略称。日本ではスマートメー
ターのこと）から取得される使用量情報で、個人、家族、世帯、住宅や非住宅顧客
を特定できる情報を関連付けられているもの。識別、再識別ができないもの、コミ
ッションの監督責任により提供するものは、保護対象情報に含まれない。

5.2.3

データの提供方法

（1） Green Button

前述のように、顧客情報と電力利用データを二次目的で第三者に提供する際には、消費
者の同意が必要となる（州によっては第三者に提供する際は基本的に同意が必要となる）。
この際、同意取得を行うためのプラットフォームの仕様・規格として Green Button が定め
られている。
Green Button の取組は、エネルギー業界単体として成立したものではなく、オバマ大統
領が 2009 年 1 月 21 日に発表したオープンガバメントに関する三大基本原則であ
る ”Transparency and Open Government” に 基 づ い て 始 ま っ た ”Open Government
Initiative”と呼ばれる取組によって進められている。この取組では起業家によるデータ活用
を促進することが含まれており、その中で”MyData”ダウンロードサービスと呼ばれる個人
情報を安全、適時、電子的にやりとりするための技術的な枠組みが提唱され、医療分野で
は Blue Button、エネルギー分野では Green Button が定められている。
この仕組みでは異なる電力会社が収集したデータも 1 つの共通したデータ形式（XML）
となるようにされており、利用者の同意があればサービサに電力利用データを共有できる。
2012 年にまず PG&E 社と SDG&E 社が対応し、2014 年夏時点で全米で 35 社が導入を約
束している。
Green Button ができることによって、HEMS データを利用したサービスやアプリを開発
する事業者には、1 つのデータ形式にあわせれば全米でサービス・アプリを展開できる利点
がある。
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図表 5.2-5 Green Button のデータ利活用のフロー

利用者はアグリゲータの用意する Web ポータルにアクセスして、サービサに同意した時
点以降の電力利用データを自動的に送る「Connect My Data」か、同意の時点までの電力
利用データをダウンロードして渡す「Download My Data」のどちらかを選択する。そして、
電力利用データを提供することについて同意をすると、当該データがアグリゲータからサ
ービサに流れるという仕組みである。
（2） PG&E 社の対応状況

カリフォルニア州の PG&E 社では、Green Button の Connect My Data の方式に対応し
た Share My Data と呼ばれる電力利用データ提供の仕組みを提供している。
サービスを提供したいサービサは予め PG&E 社の第三者向けポータルにアクセスして、
ポータルの利用登録を行っておく必要がある。
利用者は My Energy Web ポータルという個人アカウントサイトで、上述で登録されてい
るサービサのサービスを検索し、データ提供先と提供するデータの内容を選択し、Web 上
で同意を行う。利用者の同意が得られたら PG&E 社は当該サービスを提供するサービサに
対して顧客の電力利用データを送信し、サービサは利用者に対してサービスの提供を行う
という仕組みである。
Green Button に同意することで受けられる第三者のサービスは、PG&E 社の場合、約
20 社が提供している。
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図表 5.2-6 PG&E 社のデータ収集・共有の仕組み
PG&E
Share My Data
Third Party
Webポータル

My Energy
Webポータル

Webサービス
プロバイダー

①Share My Data
の利用登録・
利用規約への
同意

③エネルギー使用量
データのダウンロード

Webアプリケーション・
モバイルアプリケーション
④アプリケーションの
提供

Third Party

（個人アカウントサイト）

エネルギー
データ収集

②アプリケーションの
選択・データ共有の
同意

Smart
meter

Customer

出所）PG&E担当者へのヒアリング、公開情報を元にNRI作成

このような仕組みが用意されることで利用者は同意をしやすくなっていると考えられる
が、実際に Green Button で電力利用データを提供している利用者は少なく、PG&E 社で
は 2015 年 12 月時点で加入者の約 0.1%（約 5,000 人）である。
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5.2.4

集約したデータ（Aggregated Data）の取扱

（1） データ集約に関するルール（コロラド州）

米国では、電力利用データを利用者の同意を得ずに提供する方法として、データを集
約して提供する場合の基準を定めている州がある。なお、ここでいう集約したデータ
（Aggregated Data）は個人が特定されないように十分に匿名化された上で、複数顧客の
電力利用データを組み合わせたものであり、個人別のデータではなく、集約したデータ
である。
コロラド州では消費者のプライバシーとセキュリティを守りつつ、集約したデータへ
のアクセスを可能にすることを目的として、15/15 ルールを前述の 4 Code of Colorado
Regulations (CCR) 723-3

-PART 3 RULES REGULATING ELECTRIC UTILITIES

で定めている。
この方法を導入する前は電力会社の判断で電力利用データを提供していたが、このル
ールを導入したことによって一定地域のデータを提供できないという課題も生じている。
例えばビルのデータをビルオーナーが取得したい場合、テナントが 15 未満の場合は、全
てのテナントから同意を得ないと取得できないことになる。
そのため、2015 年に規定を改定し、建物単体の場合のルールとして、住宅の場合 4/50
ルール、商業テナントが入っている建物の場合には 4/80 ルールが採用されている。
（2） データ集約の方法

電力利用データを集約する際には、以下の要件を満たせば良い。なお、この手法で勇
躍されて提供されるデータは当該地域（建物）の情報と、電力利用データのみであり、
その他の属性データは含まれない。また、電力利用データは集約されるため、個別家庭
の電力利用データを取得できるわけではなく、その地域の総量のみがわかることになる。


15/15 ルールの場合


最低 15 件以上の電力利用データが含まれており、かつ電力利用データ合計値に対
して全てのデータがシェア 15%未満である場合は、その Aggregated Data のデー
タ開示についての利用者の同意取得は免除される。



Aggregated Data に含まれるデータが 15 件未満の場合は、その全ての利用者の同
意取得が必要となる。



Aggregated Data にシェア 15%以上の需要家が含まれる場合は、その利用者の同
意取得が必要となる。
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最低15件以上

シェア15%未満

Aggregated Dataの集計対象
の kWh
合計
Aggregated Data

6件：
NG

15件：OK

21件：OK

OK

NG

7%

4%
6%
4%
8%

5%
4%
8%

9%

9%

7%
12%

10%

3%

4%

4%

7%
20%

8%
6%
5%

3%
6%

10%
4%
8%

7%
4%

3%

5%

図表 5.2-7 15/15 ルール



4/80 ルールの場合


最低 4 件以上の電力利用データが含まれており、かつ電力利用データ合計値に対
して全てのデータがシェア 80%未満である場合は、その Aggregated Data のデー
タ開示についての需要家の同意取得は免除される。



Aggregated Data に含まれるデータが 4 件未満の場合は、その全ての需要家の同
意取得が必要となる。



Aggregated Data にシェア 80%以上の需要家が含まれる場合は、その需要家の同
意取得が必要となる。

最低4件以上

シェア80%未満

3件：NG

の kWh
合計
Aggregated Data

4件：
OK

2件：NG

10件：OK
8件：
OK

NG

OK

Aggregated Dataの集計対象

15件：OK

15%

3%

5%
7%

25%

85%
50%

10%

図表 5.2-8 4/80 ルール

なお、4/50 ルールの場合は、4/80 ルールで全てのデータのシェアが 80%未満とされ
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ている点を、50%未満と読み替えるルールである。そのため、4/80 ルールよりも基準
が厳しくなる。
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5.2.5

比較表

顧客情報と電力利用データをアグリゲータから第三者のサービサに提供する際の同意取
得の有無について比較すると、以下のように整理できる。
なお、米国で Contracted Agent に顧客情報と電力利用データを提供する場合は、利用目
的に関わらず、消費者からの同意を得ることなく提供が可能である。
（コロラド州の場合は
NDA 契約が必要）

図表 5.2-9 第三者へのデータ提供時の同意取得必要性の有無に関する比較表

米国
連邦政府

英国
カリフォルニア州

コロラド州

電力・ガスのサ
ービス提供・料
金請求に必要な

同意なしで可（※1）
同意なしで
可

同意なしで可

同意が必要

（月単位以上の粒度
のみ）

情報

同意が必要（※2）

その他の一次目

Opt-Out で可（※3）

的で利用する情

（日単位の粒度）

報

同意なしで
可

同意なしで可

同意が必要

同意が必要（※3）
（30 分単位の粒度）
同意が必要（※2）
（全ての粒度）

二次目的で利用
する情報

同意が必要

同意が必要

同意が必要

同意が必要（※2、4）
（全ての粒度）

※1 電力・ガスの小売事業者を対象とする場合
※2 電力・ガスの小売事業者、配電会社・ガス配給会社以外の第三者を対象とする場合
※3 電力・ガスの小売事業者を対象とする場合で、マーケティング以外の目的での利用
※4 電力・ガスの小売事業者を対象とする場合で、マーケティング目的での利用
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付録：様式集
大規模 HEMS 情報基盤整備事業における実証でのノウハウに基づき、個人情報管理規則
等についてのひな形を整理して掲載している。サービスで収集する情報及び利用する方法、
サービス実施体制によって、規程の内容は大きく変わると考えられるため、当該ひな形を
利用する際には、事業者毎に各自が提供するサービスモデルに適しているかどうかを確認
の上、利用することが望まれる。
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