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事業の背景・目的
 国内の電力市場は、2016年4月の小売全面自由化の開始以降、電力会社同士の競争や多様な
産業からの新規参入の拡大などが進みつつある。こうした競争促進により、各社において、新たな料金メ
ニューの提供や社内効率化のための取組等、民間事業者による創意工夫が始まっている。

背景

 とりわけ新たなサービス提供や業務効率化の可能性を秘めるデータ活用については、とりわけデータ収集
基盤となるスマートメーターに改めて注目が集まっている。2020年代早期のスマートメーターの全戸導入
に向けて、各電力会社はその設置を進めているが、これにより取得される電力消費量情報はビジネス上
の大きな可能性を秘めていると言われている。一方、当該情報は、家庭用については個人情報であると
ころ、個人情報の保護等の観点から、各種の法令に基づいて適正に扱われることが大前提であるが、こ
れを大前提とした上でも、当該情報を活用することについては一定のビジネス上のリスクがあるとも言われ
ており、当該情報の活用促進の障壁の１つとなっている。
 こうしたスマートメーターのデータ活用という観点を中心に、電気事業に関する各種のデータについても、ビ
ジネス上の大きな可能性を秘めている。

目的

 本事業では、電気事業に関するデータ、とりわけスマートメーターのデータ活用のあり方を中心に、活用ニ
ーズや活用促進に向けた施策のあり方に関する調査・分析を行うものとする。
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Ⅰ．スマートメーターのデータ活用のあり方に関する調査・分析

4

１ スマートメーターデータ活用を進めるための法的論点整理

5

スマートメーターのデータ活用に関する論点
 スマートメーターデータ含むデータの利活用に関する経産省・エネ庁、内閣府、総務省関連の審議会・検討会に
おけるこれまでの報告・検討内容に基づき、現状や課題に関して情報整理を実施

提起／想定されている論点
論点

調査の視点

匿名加工データとして
の活用

第三者に情報提供する場合には、規約上契約している個人が認めて
いる場合、匿名加工した上で提供している場合も考えられる。
ただし、匿名化の安全性等については、あまり議論が進んでいない。
複数のデータを組み合わせることで個人情報に相当する場合が考えら
れる。

データ活用ビジネスと改正個
人情報保護法との対応を整
理

個人による情報提供
管理

PDS(Personal Data Store)や情報銀行での議論において、個人
から得られたデータについてはどのように運営されているのか、外部機関
への提供方法が実現されているのか確認する。

PDSを適用した場合のメリット
デメリットを整理
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成果イメージ

データ匿名加工に係る論点
 改正個人情報保護法により、個人情報を匿名加工情報として「特定の個人を識別できないように加工し、か
つ情報を復元できないデータ」にすれば、本人同意の手続きなく、目的外利用や第三者利用が可能。
 匿名加工の方法については、様々なユースケースを対象に、検討事例の蓄積がなされているところ（後述）
 ここでは、既往検討事例から、現時点で想定される課題として、以下を挙げた。
データの匿名加工に関する課題（案）
個人情報保護法における位置づけ

課題（案）
①

パーソナルデータを活用して新たな事業
活動を行う場合、あるいは第三者に情
報を提供する場合には、規約等で個人
が同意していることを前提に、利活用す
ることが認められてきた。
改正個人情報保護法では、匿名加工
情報「特定の個人を識別できないように
加工し、かつ情報を復元できないデータ」
にすれば、本人同意の手続きなく、目的
外利用や第三者利用が可能になる。

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

匿名加工に関する明確な基準がない。
 匿名加工手法の事例蓄積（後述）がなされているものの、加工の程度は、
個人データを取り扱う事業内容や利用形態によって判断されるものとされ、明
確な基準がない。
 認定個人情報保護団体等による指針作成が想定されているものの、スマー
トメーターデータについては具体的な動きはない（要確認）。
② 匿名化の安全性等のリスクに関する議論・検討の遅れ。
 複数のデータを組み合わせることで個人が識別される等、どのようなリスクがあ
るのか、またリスク回避方法についての検討が十分になされていない。
③ 技術の進展・普及への対応の遅れ。
 スマートメーターは普及が始まったばかりであり、IoT対応機器の家庭内普及
を考えると、今後さまざまなサービス開発が考えられる。このため、個別のユー
スケースごとに匿名加工のあり方が変わりうる可能性がある。
④ 匿名加工処理、その情報流通に対する社会的不安が存在。
 匿名加工されたとしても、必ずしも社会的に受容されるとは限らない。
⑤ 一般送配電会社によるデータ活用は、電事法（情報の目的外利用禁止）
に抵触する恐れ。
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個人による情報提供管理に係る論点
 企業が保有するパーソナル情報を、「個人が自分の情報を利活用したり共有・提供先等を管理できる仕組み
（データポータビリティ）」によって、プライバシーを尊重した安心・安全なデータ流通とデータ利活用の促進が期
待されているところ。
 2017年3月、IT総合戦略本部「AI・IoT時代におけるデータ活用WG」の中間とりまとめにおいて、①個人が
自身のデータを蓄積・管理するための仕組みである「PDS（Personal Data Store）」、②個人の委託を受
けデータの管理・運用を行う「情報銀行」、③データの供給側と需要側をつなぐ「データ取引所」の構想が示され
た。 ・PDS：個人が自らの意思で自らのデータを蓄積・管理するためのシステム。第三者への提供に係る制御機能（移管を含む）を有するもの。
・情報銀行：個人からのデータ委託、第三者へ提供する機能を有するもの。分散的に存在するPDSを取り纏めて管理する。

 現時点で想定される課題として、以下を挙げる。
課題（案）
① 事業者を越えたデータ流通のための法的枠組みがない。
② ポータビリティ権の整備
 個人が自らのデータのコピーを他事業者に移転させる仕組み
 個人からの信託により企業等にデータを請求、移転したり、データを利活用する企業に提供等
する、安全管理等について認定された代理機関の仕組み
 APIベースでの電子化による開示の仕組み
なお、上記以外にも、以下のような課題がある。
• 「個人のデータに対する意識」について、保護されるべきものという意識から、便益を得るために積極的
に活用すべきものとして、変換を図れるか。
• 顧客データを保有する企業おいて、従来の囲い込みから、相互に開放、業界横断的な利活用に向け
た転換を図れるか。
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２ データの匿名加工

9

データ匿名加工に係る論点（再掲）
 改正個人情報保護法により、個人情報を匿名加工情報として「特定の個人を識別できないように加工し、か
つ情報を復元できないデータ」にすれば、本人同意の手続きなく、目的外利用や第三者利用が可能。
 匿名加工の方法については、様々なユースケースを対象に、検討事例の蓄積がなされているところ（後述）
 ここでは、既往検討事例から、現時点で想定される課題として、以下を挙げた。
データの匿名加工に関する課題（案）
個人情報保護法における位置づけ

課題（案）
①

パーソナルデータを活用して新たな事業
活動を行う場合、あるいは第三者に情
報を提供する場合には、規約等で個人
が同意していることを前提に、利活用す
ることが認められてきた。
改正個人情報保護法では、匿名加工
情報「特定の個人を識別できないように
加工し、かつ情報を復元できないデータ」
にすれば、本人同意の手続きなく、目的
外利用や第三者利用が可能になる。
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匿名加工に関する明確な基準がない。
 匿名加工手法の事例蓄積（後述）がなされているものの、加工の程度は、
個人データを取り扱う事業内容や利用形態によって判断されるものとされ、明
確な基準がない。
 認定個人情報保護団体等による指針作成が想定されているものの、スマー
トメーターデータについては具体的な動きはない（要確認）。
② 匿名化の安全性等のリスクに関する議論・検討の遅れ。
 複数のデータを組み合わせることで個人が識別される等、どのようなリスクがあ
るのか、またリスク回避方法についての検討が十分になされていない。
③ 技術の進展・普及への対応の遅れ。
 スマートメーターは普及が始まったばかりであり、IoT対応機器の家庭内普及
を考えると、今後さまざまなサービス開発が考えられる。このため、個別のユー
スケースごとに匿名加工のあり方が変わりうる可能性がある。
④ 匿名加工処理、その情報流通に対する社会的不安が存在。
 匿名加工されたとしても、必ずしも社会的に受容されるとは限らない。
⑤ 一般送配電会社によるデータ活用は、電事法（情報の目的外利用禁止）
に抵触する恐れ。
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データ匿名加工の方法
 個人情報保護法に基づき加工方法の考え方が示され、個人情報保護委員会、国立情報学研究所等によ
る検討を経て、ガイドライン等で基準、対応例が示されている。
 ただし、基準は個別具体的ではないものが多く、実務対応上、個別ユースケースに応じた検討が必要とされる。
個人情報保護法に基づく匿名加工の方法

項目

加工方法の基準

想定される対応例

(1) 特定の個人を
識別することができ
る記述等の削除

氏名、住所、生年月日、性別など特定の個人を識別できる記述等から全部
又はその一部を削除するあるいは他の記述等に置き換えることによって、特定
の個人を識別することができないよう加工

【事例】 氏名、住所、生年月日が含まれる個人情報を加工する場合
に以下の措置を講ずる。
1）氏名を削除する。
2）住所を削除する。又は、○○県△△市に置き換える。
3）生年月日を削除する。又は、日を削除し生年月に置き換える。

(2) 個人識別符
号の削除

個人識別符号単体で特定の個人を識別できるため、個人識別符号の全部
を削除又は他の記述等へ置き換えて、特定の個人を識別できないように加工

個人識別符号とは、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民
票コード、マイナンバー、各種保険証の番号等の公的機関が割り振る
番号や、生体情報をデジタルデータに変換したものを指す。

(3) 情報を相互に
連結する符号の削
除

安全管理の観点から取得した個人情報を分散管理等しようとするために付さ
れるＩＤ等は削除又は他の符号への置き換える必要
分散管理等のために附番されたＩＤのほか、電話番号やメールアドレス等を
ＩＤ代わりに利用している場合についても削除等の措置が必要

【事例】 委託先へ個人情報の一部を提供する際に利用するために、
管理用IDを付すことにより元の個人情報と提供用に作成した情報を連
結している場合、当該管理用IDを仮IDに置き換える。

(4) 特異な記述等
の削除

珍しい事実に関する記述等又は他の個人と著しい差異が認められる記述等
を削除又は他の記述等への置き換える必要
「特異な記述等」とは、特異であるがために特定の個人を識別できる記述等に
至り得るものを指すものであり、他の個人と異なるものであっても特定の個人の
識別にはつながり得ないものは該当しない

【事例】 年齢が「116歳」という情報を「90歳以上」に置き換える。

上述の加工を施した情報であっても、個人情報データベース等の性質により、
特定の個人を識別することが可能である状態あるいは元の個人情報を復元で
きる状態のままである場合にはさらに加工が必要

【事例】 移動履歴を含む個人情報データベース等を加工の対象と
する場合、自宅などの所在が推定できる位置情報（経度・緯度情
報）が含まれており、特定の個人の識別又は元の個人情報の復元
のおそれがある場合に、推定につながり得る所定範囲の位置情報を
削除する。

(5) 個人情報デー
タベース等の性質を
踏まえたその他の措
置

出所：個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編）案」(2016)よりMRI作成
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（参考）データ匿名の加工における粒度について
 データ匿名加工に際しての粒度は、期待メリットとともに個人特定のリスクを考慮しながら個別検討されている。
 提供される情報項目の組み合わせにより、個人が特定される可能性があるか。
 何らかの参照情報が存在する場合、その入手容易性、照合容易性に照らして、個人が特定される可能性があるか。

 以下にデータ匿名加工の検討事例を示す。

（参考）データ匿名加工の事例
事例／ユースケース

所有者データの提供

顧客情報の提供

購買履歴の提供

移動履歴の提供

• 整備工場が保有する顧客情報・車両情
報を匿名加工し、自動車販売会社に提
供
• 自動車販売会社は、年齢・性別にて車
種・色等を分析しマーケティングに活用

• 質屋が保有する顧客情報を匿名加
工し、調査会社に提供
• 調査会社は、当該地域における本
人確認書類の利用状況を調査・分
析し、質屋の顧客属性等を把握

• 商店街における顧客情報・購買記
録を匿名加工し、新規出店検討事
業者に提供
• 新規出店検討事業者は顧客層、購
買日時・金額を分析し出店可否を
検討

• 歩行者や自転車の経路サービスを
行っている事業者が、移動履歴を
匿名加工し、自治体より委託を受
け駐輪場、自転車・歩行者通行帯
の設置計画立案業務を行う事業者
に提供
• 事業者は移動履歴を分析し計画立
案業務に活用

(1) 特定の個人を識別
することができる記述等
の削除

①名前、管理No.を削除
②生年月日を10歳刻みの年代に置き換え
③住所を削除

①名前、管理No.を削除
②生年月日を10歳刻みの年代に置
き換え
③住所を削除

①名前、管理No.を削除
②生年月日を10歳刻みの年代に置
き換え
③住所は「丁目」まで

①メールアドレス、ID.を削除
②年齢を10歳刻みの年代に置き換え
③職業を「会社員、主婦、学生」の3
区分に限定

(2) 個人識別符号の
削除

該当なし

身分証明書の番号を削除

該当なし

該当なし

(3) 情報を相互に連結
する符号の削除

管理Noを削除

管理Noを削除

会員Noを削除

IDを削除

(4) 特異な記述等の
削除

数台しか存在しない希少車種を削除

該当なし

該当なし

該当なし

(5) 個人情報データ
ベース等の性質を踏ま
えたその他の措置

①車体色を、色系統ごとの区分に置き換え
②特異なモデル、色は削除

該当なし

①限定商品の購入や高頻度購入をし
ているものは削除
②購入店を購入店種に、購入金額を
200円刻みに置き換え

①5人未満の行動履歴は削除
②駅を中心に半径500mのデータの
みを提供
③緯度・経度の下二桁を削除

匿名加工の内容

出所：日本情報経済社会推進協会「匿名加工情報の事例集」（2017.7）よりMRI作成
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（参考）匿名加工に関して個人情報保護委員会規則で定める基準
■個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）

（匿名加工情報の作成等）
第三十六条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。）を作
成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なもの
として個人情報保護委員会規制で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
（以下、略）
■個人情報の保護に関する法律施行規則（平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号）
（匿名加工情報の作成の方法に関する基準）
第十九条 法第三十六条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること
（当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。
二 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方
法により他の記述等に置き換えることを含む。）。
三 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報
を相互に連結する符号に限る。）を削除すること（当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該個人情
報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。）。
四 特異な記述等を削除すること（当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換
えることを含む。）。
五 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個
人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を
講ずること。
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2-1 政府、民間団体による個人情報保護法関連の取り組み

14

個人情報保護法ガイドライン・認定個人情報保護指針等の位置づけ
 改正個人情報保護法の全面施行に伴い、同法の監督権限が個人情報保護委員会に一元化され、
同委員会が、全ての分野に共通に適用される汎用的なガイドラインを定めることとなった。
 特定分野のガイドラインは、上記委員会ガイドラインに基づき、追加的な事項を整理したもの。
 認定個人情報保護団体にて、上記への自主上乗せ規制として、事例・考え方を整理した指針作成(任意)。

１

全分野共通

委員会ガイドラインに一元化
●「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」（2016年11月（一部2017年３月一部改正））
（通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、匿名加工情報編）
●「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」及びQ＆A（2017年2月16日公表）
委員会ガイドラインを基礎として、更に必要となる規律・留意点を所管官庁も関与しつつ委員会にて取りまとめ
※例えば、情報通信分野の場合、各業法における「通信の秘密の保護」への対応について、あわせて記載

●金融関連（金融、信用、債権管理回収）
●医療関連（医療・介護、健康保険組合、国民健康保険組合 等）
●情報通信関連（電気通信、放送、郵便、信書便）
●個人遺伝情報

2

特定分野

3

個別分野

「認定個人情報保護団体」として認定を受けた業界団体が、委員会ガイドラインあるいは特定分野ガイドライン
に対し、さらに事業者による取組みを支援するため、対応事例・考え方を整理し、指針を作成（任意）

4

個別企業

個別企業が、収集した個人情報をどのように扱うのかなどの基本的な考え方や方針を、 「個人情報保護方針」
や「プライバシーポリシー」として自主的に策定

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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（参考）個人情報保護に関する法律・ガイドライン等の体系
 以下に個人情報保護法と各種ガイドラインの位置づけ・関係性を整理。
 事業分野によって、適用対象となるガイドライン、指針が異なる。
事業分野
分類

４ 各事業者に
よる自主規
制ルール

電力
10電
力

電気通
信
NTTド
コモ

信用
VISA

医療
聖路加
病院

介護
ニチイ
学館

不動産
積水ハ
ウス

家電量
販店
ヤマダ
電機

コンビニ
エンスス
トア
セブンイ
レブン

作成/所管

関係法令・ガイ
ドライン等

各事業者

個人情報保護方
針・プライバシーポ
リシー 等

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

放送
NHK

郵便
郵政公
社

信書便
ヤマト
運輸

金融
MUFG

3

業界団体
自主規制
ルール

認定個人情 個人情報保護指
報保護団体 針（※1）

×

○

○

×

○

○

○

○

○

×

×

×

２

必要最低
限の規制
（特定分
野）

個人情報保
特定分野のガイド
護委員会
ライン
（※2）

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

必要最低
限の規制
（一般）

個人情報保
護委員会

個人情報保護に関する法律についてのガイドライン
（通則編・外国第三者提供編・確認記録義務編・匿名加工情報編）

必要最低
限の規制
（一般）

個人情報保
護委員会

個人情報保護法・個人情報保護法施行令・個人情報の保護に関する基本方針（閣議決定）

1

（※1）個人情報委員会に届出
（※2）改正個人情報保護法施行以前は各事業分野の所管官庁

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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・・・

２

特定産業分野における個人情報保護に関するガイドライン①

 特定産業分野において、個別業法等による個人情報保護関連の規定や、配慮されるべき事項が存在。
 平成16年：「個人情報保護法」あるいは「個人情報の保護に関する基本方針（閣議決定）」を受け、各事
業分野で上記もカバーする個人情報保護に関するガイドライン（特定分野ガイドライン）を、当時の所管官
庁が策定。
 平成29年：改正個人情報保護法全面施行に伴い、上記の特定分野ガイドラインを改定（一部は廃止）
。また、同法の監督権限が個人情報保護委員会に一元化され、以降は同委員会にて改定を実施。
 なお、法改正に伴い改定された特定分野ガイドラインのうち、データ利活用の関連から、匿名加工情報の作成
事例等、事業固有の事情に即した追加記載があるのは、電気通信事業、放送事業のみ。
分野

電気通信
事業分野

放送事業
分野

所管

総務省

総務省

ガイドライン等

電気通信事業における個人情
報保護に関するガイドライン

放送受信者等の個人情報保
護に関するガイドライン

ガイドラインの当初制定時の背景／配慮
された事項
通信の秘密の保護（憲法第21条）の観点か
ら電気通信事業法第4条に規定された事項を
反映させたもの。

視聴履歴情報のプライバシー性に配慮し、視聴
履歴の利用目的制限（課金・統計のみ）を課
していたもの。

法改正に伴う、データ利活用に関する議論、変更事項
•

通信の秘密の保護等の電気通信事業法に基づく規定やプライバ
シー保護の観点からの規定等、電気通信分野に特有の規定につ
いては基本的に維持

•

位置情報に関するデータ利活用ニーズを踏まえ、匿名加工情報の
作成に関連して追加規定有り

•

視聴履歴情報のプライバシー性に配慮し、引き続き個人情報の保
護を図りつつ、パーソナルデータの利活用を認め、新たな放送サービ
スの提供等を通じて、放送受信者等の利便性の向上に向けた取り
組みの必要性

•

視聴履歴の利用範囲の目的制限（課金・統計のみ）を緩和し、
匿名加工情報作成（及びその利活用）を可能する旨を記載。

※「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）」に関連して、追加規定がない場合を指す。
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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２

特定産業分野における個人情報保護に関するガイドライン②
分野

所管

ガイドライン等

ガイドラインの当初制定時の背景／配慮された事項

法改正に伴う、データ利活
用に関する変更事項

金融分野

金融庁

金融分野における個人情報保護に
関するガイドライン

銀行法、保険業法等各業法にて、個人情報の取り扱いに関する規定が
あることから、個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」であるか否
かを問わず、各業法の規定への対応が必要である旨等を説明したもの。

•

特になし

信用分野

経済産業省

信用分野における個人情報保護に
関するガイドライン

利用目的の特定

•

特になし

債権管理
回収分野

法務省

債権管理回収業分野における個人
情報保護に関するガイドライン

利用目的の特定

•

特になし

医療・介護
分野

厚生労働省

医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス

医療法における管理者としての監督義務や業務委託に係る規定、介護
保険法における個人の秘密の保持義務の規定等があることから、個人情
報の取扱いについて、遵守すべき及び遵守することが望ましい事項をでき
る限り具体的に示したもの。

•

特になし

健康保険
組合分野

厚生労働省

健康保険組合等における個人情報
の適切な取扱いのためのガイダンス

番号法への対応

•

特になし

郵便事業
分野

総務省

郵便事業分野における個人情報の
保護に関するガイドライン

通信の秘密の保護（憲法第21条）の観点から、郵便法で規定された
信書の秘密の事項を反映させたもの。

•

特になし

信書便事
業分野

総務省

信書便事業分野における個人情報
保護に関するガイドライン

通信の秘密の保護（憲法第21条）の観点から、信書便法で規定され
た信書の秘密の事項を反映させたもの。

•

特になし

個人遺伝
情報

経済産業省

経済産業分野のうち個人遺伝情報
を用いた事業分野における個人情
報保護ガイドライン

提供者の権利保護と個人遺伝情報の有効活用のバランスに配慮

•

特になし

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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２

（参考）電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（総務省）

【目的】
 通信の秘密に属する事項、その他の個人情報の適正な取扱いについてできるだけ具体的な指針を示すことにより、その範囲で
の自由な流通を確保して電気通信サービスの利便性の向上を図るとともに、利用者の権利・利益の保護を目的とする。
【根拠法】 「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」）
「個人情報の保護に関する基本方針」（閣議決定）
「電気通信事業法第４条（通信の秘密の保護）」およびその他の関連規定

【策定/改定の経緯】
 平成10年12月：最初に郵政省告示として制定
 平成16年8月：その後、個人情報保護法に合わせて、総務省告示第695号として改正、同時に
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」を提供
 平成26年11月：消費者庁より、各府省における各分野の個人情報保護ガイドラインの改定に当
たり盛り込むべき事項等の考え方を提示
 平成27年1月～6月：総務省 ICTサービス安心・安全研究会「個人情報・利用者情報等の取
扱いに関するWG」にて、「位置情報の利活用」「通信履歴の取り扱い」といった課題を審議
 平成27年11月～28年11月：改正個人情報保護法成立やパーソナルデータ利活用の動向を
踏まえ、「改正個人情報保護法等を踏まえたプライバシー保護検討タスクフォース」にてガイドライン
改正について審議
データ利活用にかかる検討課題

ガイドライン改定の方向性・考え方

• 匿名加工情報

委員会ガイドラインに準じて記載。具体的な加工事例を記載。

• 「電気通信サービス」の範囲

「電気通信役務及びこれに付随するサービス」を明確化。

• 位置情報の取扱い

位置情報利活用の観点から、基本的な規律を規定。なお、詳細は業界による認定個人
情報保護指針に委ねる。
匿名加工を行う際の留意点を記載する。

• スマートフォンのアプリケーションの取扱い

アプリのプライバシーポリシーが適切である旨を記載

第1章 総則
第1条 （目的）
第2条 （適用対象）
第3条 （定義）
第2章 個人情報の取扱いに関する共通原則
第4条 （利用目的の特定）
第5条 （利用目的による制限）
第6条 （取得の制限）
第7条 （適正な取得）
第8条 （取得に際しての利用目的の通知等）
第9条 （正確性の確保）
第10条 （保存期間等）
第11条 （安全管理措置）
第12条 （従業者及び委託先の監督）
第13条 （個人情報保護管理者）
第14条 （プライバシーポリシー）
第15条 （第三者提供の制限）
第16条 （外国にある第三者への提供の制限）
第17条 （第三者提供に係る記録の作成等）
第18条 （第三者提供を受ける際の確認等）
第19条 （個人情報に関する事項の公表等）
第20条 （開示）
第21条 （訂正等）
第22条 （利用停止等）
第23条 （理由の説明）
第24条 （開示等の求めに応じる手続）
第25条 （手数料）
第26条 （事前の請求）
第27条 （電気通信事業者による苦情の処理）
第28条 （匿名加工情報の作成等）
第29条 （匿名加工情報の提供）
第30条 （識別行為の禁止）
第31条 （安全管理措置等）
第3章 各種情報の取扱い
第32条 （通信履歴）
第33条 （利用明細）
第34条 （発信者情報）
第35条 （位置情報）
第36条 （不払い者等情報）
第37条 （迷惑メール等送信に係る加入者情報）
第38条 （電話番号情報）
第4章 雑則
第39条 （ガイドラインの見直し）

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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３（参考）「認定個人情報保護団体」及び「個人情報保護指針」に関する関係法令
 認定個人情報保護団体

 業界・事業分野ごとの民間による個人情報の保護の推進を図るために、自主的な取組を行うことを目的として、個人情報
保護委員会の認定を受けた法人 。
 個人情報保護法及び関連規定の趣旨に沿った「個人情報保護指針」の策定が求められる。（努力義務）



「改正個人情報保護法」による変更の概要

 認定や取消し等の権限が所管官庁主務大臣から、個人情報保護委員会に集約（法50条）
 認定個人情報保護団体による「個人情報保護指針」の策定において、
 消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて作成すること（マルチステークホルダー・プロセス）を規定
（法53条第１項）
 取り扱う内容に、「匿名加工情報の作成方法」を追加。
 「個人情報保護指針」を策定後、個人情報保護委員会に届出。個人情報保護委員会はこれを公表。（法53条第2、
3項）
 認定個人情報保護団体に、その対象事業者に個人情報保護指針の遵守を指導、勧告等を「義務」付け（法53条第4
項）



匿名加工情報を作成するための加工処理や、削除した情報や加工の方法の漏洩防止措置は、「個人情報
保護委員会規則」で定める基準に従う必要がある。（法36条第1, 2項）

 個人情報保護委員会が定める基準は最低限の加工方法であり、データの特性やビジネスの様態などを踏まえた具体的な
加工方法については、認定個人情報保護団体や業界団体などの民間自主ルール（個人情報保護指針）において適切に
定められることが期待される。

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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３

認定個人情報保護指針 電気通信分野の例

 本指針は個人情報保護法、委員会ガイドライン通測編・匿名加工編等、及び電気通信事業における個人
情報保護に関するガイドラインを元に、個人情報保護指針を検討する「位置情報に関するプライバシーの適切
な保護と社会的活用の両立に向けた調査研究 協議会」（総務省）での討議内容を参考に策定したもの。
 データ利活用の視点で指針に反映されている事項

 個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置（3-8-2-5）
個人情報保護法施行規則第19条第1～4号に基づく基本的な匿名加工を行っても、個人の識別が可能である
状態、あるいは元の個人情報に復元できる場合に対応するため、必要に応じて、位置情報特有の適切な措置を講
じなければならない。
 位置情報の取得（6-4-1）
総務省「位置情報プライバシーレポート（H26.7）」によれば、電気通信事業者は、利用者から同意を取得する前
に、位置情報を取得されることに伴うプライバシー上のリスクについて利用者が理解できるように分かりやすく、かつ利
用者が容易に参照できる場所に説明・表示を行うべきであるとされている。

位置情報匿名化において想定される加工要素
（3-8-2-5）
１．付帯情報
２．場所の特性
３．集団の規模
４．取得時期の特性
５．位置の精度

６．移動履歴の期間・範
囲
７．時間の精度・間隔
８．対象者数
９．データ提供までの期間
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利用者に対し、説明・表示すべき事項
（6-4-1）
１．取得者（位置情報の利用者）
２．位置情報の種類（携帯無線、GPS、Wi-Fi等）
３．制度、取得頻度
４．利用目的
５．第三者提供の有無及びその提供先
６．位置情報に紐づけて利用される他の利用者情報
７．利用者関与の仕組み 等
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4

電力会社が定めた個人情報取扱い方針、プライバシーポリシー

 データの利活用の目的として、電気事業及びその周辺事業、関連性のある業務を記載。
 電力データ等に関する共同利用は、託送供給契約の異動等の目的に限定（サービス利用は不可）。
 上記内容は、電力10社で概ね共通の傾向
（参考）電力会社による個人情報取扱い方針、プライバシーポリシーについて（一部抜粋）

東京電力PG

東京電力EP

関西電力

個人情
報の利
用目的

【利用目的】次の事業において、アンケートの実施、商品・サービス
の開発・改善、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧
誘・販売、その他これらに付随する業務を行うため。(一部略)
【対象事業(一部略)】
• 電気事業
• エネルギー関連設備及び機械器具の製造・販売・リース・設置・
運転及び保守
• 電気通信事業、放送業、情報処理・情報提供サービス業、広
告業
• 不動産の売買・賃貸借・管理
• 金銭の貸付
• 上記各事業に附帯関連する事業

【利用目的】次の事業において、商品・サービスの開発・
改善、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧
誘・販売、その他付随する業務を行うため。(一部略)
【対象事業(一部略)】
• 電気事業
• ガス事業
• 熱供給事業
• エネルギー関連設備及び機械器具の製造・販売・リー
ス・設置・運転及び保守
• 電気通信事業、放送業、情報処理・情報提供サービ
ス業、広告業
• 不動産の売買・賃貸借・管理
• 金銭の貸付・債権の売買その他の金融業
• 損害保険業・損害保険代理業
• 上記各事業に附帯関連する事業

【利用目的】次の事業において、商品・サービスの開発・
改善、商品・サービスに関するダイレクトメール等の案内、
その他付随する業務を行うため。(一部略)
【対象事業(一部略)】
• 電気事業
• ガス供給事業
• 熱供給事業
• 電気機械器具および蓄熱式空調・給湯装置その他の
電力需要平準化または電気の効率利用に資する設
備の製造、販売、リース、設置、運転および保守
• 電気通信事業
• 情報処理および情報提供サービス事業
• 不動産の売買、賃貸借および管理
• 鉄道事業法による運輸事業
• 上記に附帯関連する事業

共同利
用の目
的・範
囲

 小売電気事業者変更及びネガワット取引に関する利用
• 共同利⽤の範囲
 小売電気事業者
 電力広域的運営推進機関
 需要抑制契約者
• 共同利⽤の⽬的
 託送供給契約の締結、設備保守・点検等
 東京電力グループの統合的な経営管理・内部管理、出納処
理
• 共同利⽤の範囲：東京電力HD, F＆P, PG, EP
• 共同利⽤の⽬的：統合的なコンプライアンス、リスク管理等
の経営管理・内部管理のため。ただし電気事業法による規
制は除く。

 電気託送申込み、および小売電気事業者やガス小
売事業者の変更に関する利用
 小売電気事業者
 一般送配電事業者
 電力広域的運営推進機関
 需要抑制契約者
• 共同利⽤の⽬的
 託送供給契約の締結、設備保守・点検等
 東京電力グループの統合的な経営管理・内部管理、
出納処理
• 同左

 電気事業関連の利用
• 共同利⽤の範囲
 小売電気事業者
 一般送配電事業者
 電力広域的運営推進機関
 需要抑制契約者
• 共同利⽤の⽬的
 託送供給契約の締結、設備保守・点検等
 ガス供給事業関連の利用
• 共同利⽤の範囲
 ガス小売事業者、一般ガス導管事業者
• 共同利⽤の⽬的
 託送供給契約の締結、設備保守・点検等

出所）東京電力、関西電力ホームページより個人情報の取扱いに関する基本方針、プライバシーポリシーよりMRI作成
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2-2 電気事業（スマートメーターデータ）分野における個人情報保護指針（案）の
検討
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検討の枠組み
電気事業分野における個人情報保護指針の検討フロー
①改正個人情報保護法等への対応
 改正個人情報保護法、及び委員
会ガイドラインは、すべての分野に適
用されるものである。それらとの整合
を図るため、その構成や記載内容を
反映させ、統一性を確保する。

②スマートメーター活用に係る
ユースケース検討
 スマートメーター活用のユースケース
事例を検討し、データ利活用の視点
から課題を抽出

③電力データの特性を踏まえた検討
 電力利用データのプライバシー性に
配慮し、指針に反映
 電気通信分野の個人情報保護指
針を参考に、電力利用データの取り
扱いに関する規定を追記。

電気事業分野における個人情報保護指針の検討（基本的方向性）
 改正個人情報保護法、及び委員会ガイドラインとの整合を図るため、その構成や記載内容を
反映させ、統一性を確保する。
 ユースケース事例検討により抽出された課題を踏まえ、指針内容に反映・取り込みを図る。
 電気通信等他分野にて策定済みの個人情報保護指針を参照し、必要に応じて取り込み。
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指針の作成方針について
①改正個人情報保護法等への対応
 改正個人情報保護法、及び委員会ガイドライン（※）は、すべての分野に共通適用されるものである。電気
事業分野を対象とした個人情報保護指針の策定においても、それらとの整合を図るため、その構成や記載内
容を反映させ、統一性を確保することが必要ではないか。
※個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」（通則編・外国第三者提供編・確認記録義務編・匿名加工情報編）の略

委員会ガイドライン（匿名加工情報編）の構成

委員会ガイドライン（通則編）の構成
1. 目的及び適用対照
2. 定義
3. 個人情報取扱事業者等の義務
3-1 個人情報の利用目的
3-2 個人情報の取得
3-3 個人データの管理
3-4 個人データの第三者への提供
3-5 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人
データの開示・訂正等・利用停止等
3-6 個人情報の取扱いに関する苦情処理
3-7 匿名加工情報取扱事業者等の義務
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
5. 「勧告」、「命令」及び「緊急命令」等についての考え方
6. 域外適用及び適用除外
7. ガイドラインの見直し
8. （別添）講ずべき安全管理措置の内容
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1 本ガイドラインの位置付け及び適用対象
2 定義
3 匿名加工情報取扱事業者等の義務
3-1 匿名加工情報の取扱いに係る義務の考え方
3-2 匿名加工情報の適正な加工
3-2-1 特定の個人を識別することができる記述等の削除
3-2-2 個人識別符号の削除
3-2-3 情報を相互に連結する符号の削除
3-2-4 特異な記述等の削除
3-2-5 個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置
3-3 匿名加工情報等の安全管理措置等
3-3-1 加工方法等情報の安全管理措置
3-3-2 匿名加工情報の安全管理措置等
3-4 匿名加工情報の作成時の公表
3-5 匿名加工情報の第三者提供
3-6 識別行為の禁止
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指針の作成方針について
②ユースケースを起点とした検討
 一般送配電事業者がスマートメーターデータ（30分消費電力量）を民間企業にデータ提供（「匿名加
工情報」を念頭に）し利活用される事例について、ユースケース仮説を検討（詳細は後述）。
 “データ活用促進”の観点から現時点で想定される課題は以下のとおり。

① 電力量情報（①-１：個人属性情報、①-２：使用履歴情報）の「匿名加工情報」作成時の基準・リスクの評
価指標が明確でない。
② 一般送配電事業者が、送配電業務以外の目的でスマートメーターデータを利用する場合、電事法に抵触する恐れ
がある。

 以上の課題について「電気事業に関する個人情報保護指針(仮称)」への取り込みの可能性について検討
した。
 今後、検討されるべき事項として、個人情報の第三者提供における個人によるデータ管理の仕組み（デー
タポータビリティ）に関するルールが考えられる。
課題

課題の特徴

対応の方向性

①-1

居住エリアとの組み合わせから、個人の特定につながる可能性が
ある。

人口密度情報を考慮したエリア区切りを設ける
ことが望ましい。

①-２

特異な電力使用量（起床・就寝時間がデータセット内の他の人
と比べて特異な場合等）とその他情報との組み合わせから、個
人の特定につながる可能性がある。

他人と顕著な差異が見られる人のレコードを削
除すること、あるいは、加工対象となる情報に含
まれる記述等について、上位概念若しくは数値
に置き換えることなどにより丸めることが望ましい。

電事法に抵触する場合は、データ利用・提供ができない。

現行電事法の改正、あるいは解釈変更により、
データ利活用の可能性を拡大

②
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指針の作成方針について
③電力利用データの特性を踏まえた検討
 電力利用データは、生活行動や在宅状況などを推測できる可能性があり、プライバシー性の高い情報であ
ると考えられる。
 「電気通信分野の個人情報保護指針」を参考に、電力利用データの取り扱いに関する規定を追記してはど
うか。
 以下に追記が必要と思われる項目を示す。

追記項目

内 容

利用者に対し説明すべき事
項

電力データの利用に関して、需要家の同意を取得する前に、電力利用データ（30分
消費電力量データ）を取得されることに伴うプライバシー上のリスクについて説明すべきで
はないか。

上記にリスクに関する説明・表
示の方法

上記リスクに関連して、利用者が理解できるように分かりやすく、かつ利用者が容易に参
照できる場所に説明・表示を行うべきではないか。

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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指針の構成について
 前出の「改正個人情報保護法等への対応」、及び「ユースケースを起点とした検討」等を踏まえ、また、他事業
分野における取り組み状況を参考にしつつ、電気事業固有の情報の取り扱いを追加することとしてはどうか。
 以下に、「電気事業に関する個人情報保護指針」（仮称）の構成（案）を示す。
 「匿名加工情報取扱事業者等の義務」節の「個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置」項へ
の追記を想定。
個人情報保護指針の構成
電気事業に関する個人情報保護指針（仮称）の構成（案）

委員会ガイドライン（通則編）の構成

1. 目的及び適用対照
2. 定義
3. 個人情報取扱事業者等の義務
3-1 個人情報の利用目的
（略）
3-7 匿名加工情報取扱事業者等の義務
3-7-1 匿名加工情報の取扱いに係る義務の考え方
3-7-2 匿名加工情報の適正な加工
3-7-2-1 特定の個人を識別することができる記述等の削除
（略）
3-7-2-5 個人情報データベース等の性質を踏まえたその他の措置
3-7-3 匿名加工情報等の安全管理措置等
（略）
3-7-6 識別行為の禁止
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
（略）
7. ガイドラインの見直し
8. （別添）講ずべき安全管理措置の内容

1. 目的及び適用対照
2. 定義
3. 個人情報取扱事業者等の義務
3-1 個人情報の利用目的
3-2 個人情報の取得
3-3 個人データの管理
3-4 個人データの第三者への提供
3-5 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人
データの開示・訂正等・利用停止等
3-6 個人情報の取扱いに関する苦情処理
3-7 匿名加工情報取扱事業者等の義務
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
5. 「勧告」、「命令」及び「緊急命令」等についての考え方
6. 域外適用及び適用除外
7. ガイドラインの見直し
8. （別添）講ずべき安全管理措置の内容
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指針への記載内容について
 以下に、指針への追記内容（案）を示す。
指針への追記内容（案）
項目

対応の方向性

電力利用データ
のプライバシー
性に配慮した情
報提供

電力データの利用に関して、需
要家の同意を取得する前に、電
力利用データを取得されることに
伴うプライバシー上のリスクについ
て説明すべきではないか。

説明すべき具体的な事項として、以下の項目を提示する。
• 利用目的
• 取得頻度
• 第三者提供の有無及び提供先
• 電力データに紐付けて利用される他の需要家情報

上記リスクに関連して、利用者が
理解できるように分かりやすく、か
つ利用者が容易に参照できる場
所に説明・表示を行うべきではな
いか。

上記事項を需要家に確実、適切に認識されるよう説明・通知の方法を例示する。
• チラシなど文書を直接手渡す
• 口頭または自動応答装置等で知らせる
• 電子メール等を送信することで知らせる
• 文書を郵便等で送付することで知らせる
また、需要家がいつでも情報を参照できるようホームページ上で案内表示を行う。
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指針への追記内容（案）
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指針への記載内容について
指針への追記内容（案）（つづき）
項目
匿名加工
の方法につ
いて

対応の方向性

指針への追記内容（案）

電力利用データから在宅状況、生活行動や家族構成、家電の保有・利用実態等を判別・推定される可能性がある。ま
人口密度情報を考
慮したエリア区切りを た、他の情報と照合した場合に、個人が特定される恐れがある。そのため、住所情報や消費電力量を用いた匿名加工情
設けることが望ましい。 報を作成する際の基準（案）として以下を提示する。

他人と顕著な差異
が見られる人のレコー
ドを削除することが望
ましい。
加工対象となる情報
に含まれる記述等に
ついて、上位概念若
しくは数値に置き換
えることなどにより丸
めることが望ましい。

■属性情報（注）
1) 住所
エリア区分の範囲の設定によっては、例えば過疎地のように世帯数が少ない地域においては、データ件数が少なく個人が
特定される可能性がある。
⇒ 住所情報のうち、番地以下の情報（住居番号、アパート・マンション名等）を削除する。
2) 契約アンペア
契約アンペア20A以下については該当世帯が少なく、個人が特定される可能性がある。また、契約アンペア60A以上につ
いては該当世帯が少ないだけでなく、エコキュート・電気温水器といった高負荷設備の設置が類推され、個人が特定され
る可能性が高まる。(※1)
⇒ 契約アンペアを、30A以下、40A、50A以上の３区分とする。
※1：日本生活共同組合連合会「わが家の電気・ガス料金しらべ」(2016年7月）によると、20A以下の世帯は5％、
60A以上の世帯は13％である。
3) 氏名、電話番号、設備情報、お客様番号等のその他の属性情報は、削除する。
注）第三者に提供されるデータセットにおいて、同じ属性情報を持つデータが少ない場合には、個人が特定される恐れが
高いことから、委員会ガイドライン（匿名加工情報編）が例示している加工手法を参考に更なる加工措置をとること。特
に過疎地のように人口密度の低い地域に留意する。
なお、米国イリノイ州では、州商務委員会の規定により、「15/15プロトコル」と呼ばれる匿名加工方法による需要家
データの提供を認めている。
＜15/15プロトコル＞
匿名加工データに最低 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%未満である場合に、そのデータ開示対象需要家の同意取得を免除。
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指針への記載内容について
指針への追記内容（案）（つづき）
項目
匿名加工
の方法につ
いて

対応の方向性

■履歴情報
人口密度情報を考
慮したエリア区切りを 1）消費電力量の時間粒度
設けることが望ましい。 一般送配電事業者が取得している30分消費電力量を提供することを可とする。

他人と顕著な差異
が見られる人のレコー
ドを削除することが望
ましい。
加工対象となる情報
に含まれる記述等に
ついて、上位概念若
しくは数値に置き換
えることなどにより丸
めることが望ましい。

その他

指針への追記内容（案）

ただし、設備機器設置情報から、特異な電力利用パターンとなることがあらかじめ想定され、かつ屋外に設置され概観上
特定されやすい機器の場合には、個人が特定される可能性を踏まえ、データ補正あるいは提供リストから除外するなどの
対応を検討すべきである。（※2,3,4）
また、消費電力量の大きさや利用パターンの分析（例えば、ディスアグリゲーション技術により保有設備機器やその利用状
況（生活行動）が推定される等）、消費電力量パターンと他情報の組み合わせ（例えば、特定世帯が早朝・深夜に
活動していることが知られている等）ことにより個人が特定される可能性がある。また、30分消費電力量を加工せず第三
者提供されることに対して、需要家が不安に感じる可能性も考えられる。こうしたリスクに配慮しつつ本指針案によらず、
ユースケースに応じて、時間粒度を広げるなどの対応を検討が考えられる。
※2：太陽光発電設備を設置している世帯は、電気の使用量と発電量が相殺され、一般世帯に対して特異な利用パ
ターンを形成しているものと考えられる。太陽光発電の発電量分を取り除く（データ補正）、あるいは提供リストから除外
などの対応が考えられる。
※3：エコキュートや電気温水器のように、電力負荷が大きくかつ深夜時間帯に使用することを前提とした設備機器を設
置している世帯は、一般世帯に対して特異な利用パターンを形成しているものと考えられる。同様の観点から、近年普及
がはじまりつつある電気自動車について、夜間に充電時大きな負荷がかかる上に、電気自動車や充電設備により特定さ
れやすい。当該設備機器の消費電力量分を取り除く（データ補正）、あるいは提供リストから除外などの対応が考えられ
る。
■その他
１）データ提供までの期間
データを取得してから匿名加工情報として第三者提供するまでの期間を十分に確保しない場合には、万一個人が特定さ
れた場合に、当該需要家へアクセスされる可能性が高まる。
⇒ 情報を取得してから匿名加工情報として提供するまでの期間の目安として、1ヶ月以上を確保する。
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（参考）電気事業分野における指針作成の方針（他分野との比較）
 電気通信事業、医療分野における指針を参考に、電気事業分野における指針作成方針を検討
電気事業分野における指針作成の方針（案）

（参考）電気通信事業分野
•

•

特徴

•

•

「ガイドライン(通則編、匿名加工情報編、外国にある
第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義
務編)」を踏まえ、作成。
電力利用データは、生活行動や在宅状況などを推測
できる可能性がありプライバシー性の高い情報であると
考えられることから、関連する規定を追記。
電気事業の特性に鑑み、消費電力量データ(kWh)、
瞬時電力データ(kW)の取得・利用等に関する取り扱
いについて規定。

電気事業に関する個人情報保護指針（仮称）
1. 目的及び適用対照
2. 定義
3. 個人情報取扱事業者等の義務
3-1 個人情報の利用目的
3-2 個人情報の取得
3-3 個人データの管理
3-4 個人データの第三者への提供
3-5 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人
データの開示・訂正等・利用停止等
3-6 個人情報の取扱いに関する苦情処理
3-7 匿名加工情報取扱事業者等の義務
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
5. 「勧告」、「命令」及び「緊急命令」等についての考え方
6. 域外適用及び適用除外
6. 各種情報の取扱い
7. ガイドラインの見直し
8. 講ずべき安全管理措置の内容
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•

•
•

「ガイドライン(通則編、匿名加工情報編、外国にある第
三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編)」、
およびこれらを踏まえ作成された「電気通信事業における
個人情報保護ガイドライン」及びその解説を適宜引用し作
成。
電気通信事業法において「通信の秘密」に係る規定があ
ることから、これを踏まえた上で、電気通信事業者に適用さ
れる個人情報に係る規律を一元的に示したもの。
個人情報だけでなく、位置情報等のプライバシー性の高い
情報の保護の観点から、関連する規定を追記。
通信履歴（記録、提供）、位置情報（取得、利用
等）、不払い者情報、利用明細等について、取り扱い方
針を規定。

電気通信事業に関する個人情報保護指針
1. 目的及び適用対照
2. 定義
3. 電気通信事業者等の義務
3-1 個人情報の利用目的
3-2 個人情報の取得
3-3 個人データの管理
3-4 プライバシーポリシー
3-5 個人データの第三者への提供
3-6 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人
データの開示・訂正等・利用停止等
3-7 個人情報の取扱いに関する苦情処理
3-8 匿名加工情報取扱事業者等の義務
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
5. 指導、勧告その他の措置
6. 域外適用及び適用除外
6. 各種情報の取扱い
7. 指針の見直し
8. 位置情報に関するプライバシーの適切な保護
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（参考）医療分野
•
•
•

•

「ガイドライン(通則編、匿名加工情報編)」を踏まえ、当該団
体会員の事業内容を反映して加筆・抜粋・再構成したもの。
「ガイドライン(外国にある第三者への提供編、第三者提供時
の確認・記録義務編)」については、参照先を示すのみ
「匿名加工情報取扱事業者等の義務」については、当該団体
会員の事業に密接に関連することから、関係する法の条文に
加えて政令及び規則も引用した上で指針を記載。
通則編の以下事項については、指針への記載を割愛
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
～
8. （別添）講ずべき安全管理措置の内容

医療データベース協会の会員における
個人情報の適正な取扱いのための指針
1. 目的及び適用対照
2. 定義
3. 個人情報取扱事業者等の義務
3-1 個人情報の利用目的
3-2 個人情報の取得
3-3 個人データの管理
3-4 個人データの第三者への提供
3-5 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人
データの開示・訂正等・利用停止等
3-6 個人情報の取扱いに関する苦情処理
4. 匿名加工情報取扱事業者等の義務
4. 漏えい等の事案が発生した場合等の対応
5. 「勧告」、「命令」及び「緊急命令」等についての考え方
6. 域外適用及び適用除外
7. ガイドラインの見直し
8. （別添）講ずべき安全管理措置の内容

３ 個人による情報提供管理について
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個人による情報提供管理に係る論点（再掲）
 企業が保有するパーソナル情報を、「個人が自分の情報を利活用したり共有・提供先等を管理できる仕組み
（データポータビリティ）」によって、プライバシーを尊重した安心・安全なデータ流通とデータ利活用の促進が期
待されているところ。
 2017年3月、IT総合戦略本部「AI・IoT時代におけるデータ活用WG」の中間とりまとめにおいて、①個人が
自身のデータを蓄積・管理するための仕組みである「PDS（Personal Data Store）」、②個人の委託を受
けデータの管理・運用を行う「情報銀行」、③データの供給側と需要側をつなぐ「データ取引所」の構想が示され
た。 ・PDS：個人が自らの意思で自らのデータを蓄積・管理するためのシステム。第三者への提供に係る制御機能（移管を含む）を有するもの。
・情報銀行：個人からのデータ委託、第三者へ提供する機能を有するもの。分散的に存在するPDSを取り纏めて管理する。

 現時点で想定される課題として、以下を挙げる。
課題（案）
① 事業者を越えたデータ流通のための法的枠組みがない。
② ポータビリティ権の整備
 個人が自らのデータのコピーを他事業者に移転させる仕組み
 個人からの信託により企業等にデータを請求、移転したり、データを利活用する企業に提供等
する、安全管理等について認定された代理機関の仕組み
 APIベースでの電子化による開示の仕組み
なお、上記以外にも、以下のような課題がある。
• 「個人のデータに対する意識」について、保護されるべきものという意識から、便益を得るために積極的
に活用すべきものとして、変換を図れるか。
• 顧客データを保有する企業おいて、従来の囲い込みから、相互に開放、業界横断的な利活用に向け
た転換を図れるか。
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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データポータビリティに関する政府の動き 国内外の現状について
海外の現状
 欧州では、一般データ保護規則（GDPR:General Data Protection Regulation）(※)が、 2018年5
月施行され、データポータビリティを求めていく動き。
※日本の改正個人情報保護法に相当。「個人データ」の「処理」と「移転」に関する法律

国内の現状
 2017年11月：経産省および総務省にて、「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」を開
催（今年度末までをめどにとりまとめ予定）。検討項目は以下のとおり。
 情報信託機能による個人情報の提供に関する法的整理
 情報信託機能を担う者に必要となる体制面等の要件、セキュリティ対策等
 認定団体の運用スキーム
 2017年11月：経産省および総務省にて、「データポータビリティに関する調査・検討会」を開催。我が国の主
要分野（医療、金融、電力等）におけるデータポータビリティの在り方等について調査・検討。
 データポータビリティがもたらす効果
 データポータビリティの実現に向けた課題
 消費者、事業者等のニーズを踏まえたデータポータビリティの在り方
 諸外国におけるデータポータビリティに関する検討状況調査
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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４ スマートメーターデータ活用に係るユースケース検討

36

スマートメーターデータ ユースケース検討 －在宅状況予測－
 ユースケースとして「在宅状況予測」をとりあげ、想定される課題について仮説として検討
 なお、「統計情報」として提供する場合は、 「匿名加工情報」に見られる個人が識別されるリスクが低く、個人
情報に該当しないため、個人情報保護法の規制を受けない。
提供データの形態

匿名加工情報
概要

個人情報（PDS等活用）

統計情報

過去の消費電力量を利用して、地域別曜日別時間帯別の在宅状況予測を行い、配送ルートの最適化計画に活用する。
「個人情報」に比べ多数のデータ利用が可能 在宅状況に応じた最適な配送サービスの提
となり、地域の在宅傾向を把握しやすい。
供可能性が期待できる。

地域の在宅傾向を把握することのみが目的
であれば、統計情報でも有用となる可能性

データ提供者

一般送配電事業者

一般送配電事業者

一般送配電事業者

データ活用者

民間企業（宅配会社）

民間企業（宅配会社）

民間企業（宅配会社）

法制度・仕組
み上の課題

• 一般送配電事業以外の業務の目的外利用不可（電事法２３条第１号）に抵触する恐れ。(※)

その他の課題

• 匿名加工情報の作成に関する事例や作
成方法の基準が現状ない。
• 匿名加工情報の作成に際して、個人が
識別されるリスクを評価する方法が分から
ない。

• データ流通の円滑化に資する仕組みとして、 • 統計情報は、複数人の情報から共通要
データ標準フォーマットが必要ではないか。
素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに
• 広域機関との関係整理が考えられる。
集計し得られるデータであり、集団の傾向
や性質などを数量的に把握するものであ
る。従って、特定の個人との対応関係が
排斥されている限りにおいて、統計情報
は、個人情報に該当せず、規制対象外
となる。
• PDS型のデータ利活用方式に比べ、在宅 • 個人情報提供に対する消費者サイドの意 • 特になし
状況把握度が劣る可能性。
識変革が必要。経済的インセンティブによ
• 統計情報との差別化が課題。
る誘導の有効性検証が必要。
• 個人同意取得を前提とするため、利用で
きるデータは限定的。十分なデータが得ら
れなければ、事業成立が困難となる恐れ。

(※)電気事業法 第二十三条（禁止行為等）
一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者（以下「電気供給事業者」という。）及び電気の使用者に関する情報を当該業務（一部省略）の用に供す
る目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
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スマートメーターデータ ユースケース検討 －家電販売エリアマーケティング、見守りサービス－

家電販売のエリアマーケティング

見守りサービス

概要

家電の販売者（家電量販店等）が、電力利用データと家電
高齢者世帯、「過去１週間の使用状況（普段の電気の使用状
購買に係る推計データを踏まえて、特定の地域において、ニー
況）」と「現在の使用状況」を比較し、普段と異なった使用状況と
ズが高いと想定される家電を推計し、折込チラシやポスティング
なった場合を検知し、契約したデータ活用者にお知らせ。
チラシを送付する。

データ提供者

HEMS管理事業者（アグリゲーター）

小売電気事業者等（※託送契約締結事業者）

データ活用者

民間企業（家電量販店）

民間企業（セキュリティ会社 or 訪問ヘルパー）

取得データ

匿名加工情報

個人情報（個別取得）

取得粒度

数秒～30分

30分

取得タイムラグ

1日～1週間程度も許容

60分

法制度・仕組
み上の課題

・匿名加工方法に関する事例や基準が現状ない
・匿名加工に際して、個人が識別されるリスクを評価する方法
が分からない

・民間企業へのデータ提供・取得規約がないためデータ流通のハード
ルが高い

その他の課題

・需要家および事業者側でHEMS導入に対するハードルが高
い（認知度が低い、コストがかかる等）

・顧客よりデータの第三者提供同意の獲得ハードルが高い。十分なサ
ンプルデータが得られなければ、事業成立が困難となる恐れ

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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（参考）送配電部門における託送業務情報の取り扱いについて
 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告「今後の望ましい電気事業制度の骨格について」（平成
15年2月15日）より一部抜粋
２．送配電部門の公平性・透明性の確保方策
① 情報遮断
送配電部門が、託送業務において知り得た情報を、当該業務の本来の目的以外の目的のために、自己若しくは自己の関
係事業者又は他の事業者で利用し、又は提供しないことを、実際の被害の有無に関わらず電気事業法により法的に担保す
ること。
なお、具体的な配電部門の遮断すべき情報や遮断方法については、個々の情報の特性を勘案し、必要以上の情報の遮断
により、現在営業部門と連携して行われている一般電気事業者の配電業務の過度の硬直化・非効率化を招かないことに留
意すべき。
・・・
③ 差別的取扱いの禁止
送配電部門の託送に係る業務において、特定の電気事業者（自社の発電・販売部門を含む）に対して、不当に差別的
な取扱いをしないことを電気事業法により法的に担保すること。

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

39

（参考）スマートメーター情報の取り扱い、契約関係について
 小売電気事業者、一般送配電事業者、需要家の契約関係、スマートメーターデータの経路は以下のとおり。
 スマートメーターデータは、一般送配電事業者の送配電設備（スマートメーター含む）を利用して、小売電気
事業者が取得している。なお、実際の検針業務は、託送約款に基づき一般送配電事業者が実施。
小売電気事業者

データ

電気需給契約
（電気供給約款に基づく）

託送契約
（託送約款に基づく）

一般送配電事業者

データ

需要家

 東京電力エナジーパートナー株式会社ホームページ
平成28年４月１日にホールディングカンパニー制へと移行したことに伴い、電気供給約款および選択約款に基づき行う業務につきましては、一部を
除き※、東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力エナジーパートナー株式会社に承継いたしました。
※以下の業務に関しては、東京電力ホールディングス株式会社の100％子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が実施いたします。
・計量器の検針や計量値の確認
・当社の供給設備や電気工作物の設計、施工、改修、検査、保安等
・工事費負担金の算定
・お客さまの電気工作物の調査
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

40

５．国内外のデータ活用検討事例
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匿名加工事例－電力情報見える化サービスにおける電力利用データの活用
サービス利用者に対して、家族構成等の属性データが近しい世帯の電力利用状況を比較して提示することで、サービス利用者の節電を喚起するもので
ある。ランキング形式で提示することによって、サービス利用者同士が競争し、結果としてより大きな節電効果を上げることを期待。
サービス概要

HEMS契約者

HEMS管理事業者
HEMS
データ

加工処理

サービス利用者

サービサー（見える化）

匿名加工 提供
情報

匿名加工
情報

見える化
サービス

加工方法の例

見える化サービスのイメージ
・ユーザ（契約者）の間で、節電レースが
できるよう、世帯属性の近い2-3のサンプル
の地域、家族構成等と電力使用量のロー
データ（匿名加工後）を見せることを想定。

自世帯の使用量推移

平均〇〇W/日

東京都千代田区丸の内
4人世帯
核家族
延床面積77m2

情報分類

属性データが類似する
世帯の使用量推移 【コメント】

平均◇◇W/日

加工方法として、例えば以下を想定。顧客に提示される他世帯電力利用
データが，必ず毎回又は適切な間隔で、複数の(k以上の)顧客からランダム
に表示されることを保証する必要あり。

・他の世帯に比べ使用
量が多いです。
・特に夜間使用量が
多いです。

契約者ID
識別子

東京都目黒区中目黒
4人世帯
核家族
延床面積40-80m2

性別
基本
生年
情報
職業

リスクの特記事項
－
割合の小さい職業の場合、特定性が高くなる。
7桁揃うと町丁目レベルの位置精度があり、本人へのアクセスリスクが比較的高い。

都道府県

－

住所 市区町村
情報
町名・丁目・番地
アパート・マンション・ビル

人口の小さい町村の場合、個人が特定されるリスクが比較的高い。
本人へのアクセスリスクが比較的高い。

住宅区分

－
－

延べ床面積

構造、竣工年、延べ床面積は、住宅情報サイト等の汎用データベースを用いて、住居が特定されるリスクがある。
〃

履歴

〃

大人数の場合、外部観測性があるため、世帯が特定されるリスクが高い。（外れ値）
家族 家族の人数
情報 家族構成(職業、生年、性別) 外部から判別できるため、個人が特定されるリスクが比較的高い。
家電 推定購入年月
情報 推定購入商品

－
－
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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 （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 （5区分）

延床面積

• 20m2未満、20m2以上40m2未満、40m2以上80m2未満、
80m2以上 （4区分）

構造、住居形態、
• 加工無し
住居区分

本人へのアクセスリスクが比較的高い。

住居形態

住居 構造
情報
竣工年

属性

－

郵便番号

加工方法
• 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（アグリゲーターのみが保有）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

氏名、電話番号、
• 削除
メールアドレス

電力利用データから生活や家電の利用実態、在／不在情報等を判別すること
が可能。このため、個人、世帯が識別されるとプライバシーが脅かされる恐れ。
想定されるリスク
準識別子

対象情報

• 履歴情報については、下記の通り利用期限や特異値について
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。

出所：経済産業省「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」（2016.3）より、MRI作成
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匿名加工事例－電力利用データと家電購買の推計データを用いたエリアマーケティング
家電の販売者（家電量販店等）が、電力利用データと家電購買に係る推計データを踏まえて、特定の地域において、ニーズが高いと想定される家電
を推計し、折込チラシやポスティングチラシを送付する。
サービス概要
HEMS契約者

HEMS管理事業者
HEMS
データ

加工処理

家電量販店

匿名加工 提供
情報

匿名加工
情報

対象エリアの
一般消費者

マーケティ
ング活用




加工方法の例
情報分類

【検証事例（例）】



加工方法として、例えば以下を想定。顧客に提示される他世帯電力利用
データが，必ず毎回又は適切な間隔で、複数の(k以上の)顧客からランダム
に表示されることを保証する必要あり。

HEMSデータを利用した案内は不特定多数に案内することに比べ効果が高くなるか。
顧客への商品の案内後、購入した顧客は購入しなかった顧客と比べHEMSデータに何か特徴があるのか。（4人以上世帯で
80m2以上の集合住宅（マンション）に住んで、電力消費の大きい家庭は使用電力の大きいエアコンを買う、等）
HEMSデータにどのような特徴が見られたら「買う」のか。（例：夜間の電力使用量を抑えている人は、初期費用がかさんでも年
間消費電力量を抑えた家電を購入する傾向がある）
HEMSデータとその顧客のどの属性情報がマッチしたら買う/買わないのか。（例：早起き四十代独身男性は健康志向の新製
品に興味がある）

契約者ID
識別子

想定されるリスク
性別
基本
生年
情報
職業

て、匿名加工情報からの個人の識別は禁止

リスクの特記事項
－
割合の小さい職業の場合、特定性が高くなる。

郵便番号

7桁揃うと町丁目レベルの位置精度があり、本人へのアクセスリスクが比較的高い。

都道府県

－

住所 市区町村
情報
町名・丁目・番地
アパート・マンション・ビル

人口の小さい町村の場合、個人が特定されるリスクが比較的高い。
本人へのアクセスリスクが比較的高い。

住宅区分

－
－

延べ床面積

構造、竣工年、延べ床面積は、住宅情報サイト等の汎用データベースを用いて、住居が特定されるリスクがある。
〃

履歴

〃

大人数の場合、外部観測性があるため、世帯が特定されるリスクが高い。（外れ値）
家族 家族の人数
情報 家族構成(職業、生年、性別) 外部から判別できるため、個人が特定されるリスクが比較的高い。
家電 推定購入年月
情報 推定購入商品

（再識別は禁止されていても）サービサのデータと照合すると個人が特定されるリスクが比較的高い。
〃
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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 （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 （5区分）

延床面積

• 20m2未満、20m2以上40m2未満、40m2以上80m2未満、
80m2以上 （4区分）

構造、住居形態、
• 加工無し
住居区分

本人へのアクセスリスクが比較的高い。

住居形態

住居 構造
情報
竣工年

属性

－

加工方法
• 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（アグリゲーターのみが保有）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ヶ月毎にランダム生成する

氏名、電話番号、
• 削除
メールアドレス

電力利用データから生活や家電の利用実態、在／不在情報等を判別することが
可能。ユーザーから取得する家電情報とサービサ（家電量販店等）の持つデータと
（※）法律上、匿名加工情報取扱事業者とし
照合(※)した場合、個人が特定される恐れ。
準識別子

対象情報

• 履歴情報については、下記の通り利用期限や特異値について
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。

出所：経済産業省「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」（2016.3）より、MRI作成
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（参考）電気通信分野における匿名加工技術を用いている事例
 国内では、電気通信事業者が位置情報（移動履歴）を活用したデータ提供サービスを実施。
 位置情報の取り扱いについて、NTTドコモ、 KDDI・コロプラいずれも、匿名加工処理のみならず、統計的処
理等を組み合わせた上で集計レポート（※）として第三者に提供している（個票の提供は行わず）。
（※）情報提供先にて照合されることにより個人が特定されるリスクを回避

分野

データ提供主
体／件名

概要

データ提供
先

氏名等識別情報の非識別化処理、
さらに位置情報について、基地局エリ
アごとの携帯電話台数を利用者の属
性別（年齢、性別、住所）に集計
することで、人口の地理的分布を推
計するもの。
公共分野での防災計画やまちづくり、
産業分野での商圏調査などへの活用
を想定

地方自治体、
マーケティング
会社 等を想
定
（導入実
績：60以上
の自治体・企
業）

位置・
移動
情報

NTTドコモ／
モバイル空間
統計

位置・
移動
情報

位置情報を利用して観光客の位置・
動きを把握し、観光に活用するもの。
KDDI（加工）
各自治体の観光における課題発掘
コロプラ（統計
や、ターゲットを絞った誘客施策の立
処理）／
案など、地域振興への活用を予定
観光動態調査
商圏分析、交通計画、イベント分析、
まちづくり等への活用も想定

地方自治体、
観光関連団
体・事業者
等を想定

匿名加工の方法

規定

非識別化処理
氏名や電話番号、生年月日などの識別情報を取り除く
データの削除、数値の丸め込み、不可逆符号への変換 等
集計処理
非識別化情報（非識別化処理により得られる情報）から統計的な推計を
行うことにより、統計的な「集団に関する情報」を導出
• 人数分布の推計、移動人数の推計、性別・年代別などの属性別の人数構
成の推計等を含む
 秘匿処理
• 集計結果に少人数エリアの数値が含まれないように処理

「モバイル空
間統計ガイ
ドライン」に
て規定し、
NTTドコモ
ウェブサイト
に掲載

KDDIによる非識別化処理
個人識別子の秘匿化
旅程抽出（ただし、生活圏（自宅及び職場等日常行動範囲）を排除）
位置情報のメッシュ化（点ではなくエリアで捉える；500m～数㎞メッシュ）
コロプラによる統計処理（集計・秘匿処理含む）
授受したデータを統計的に分析
少数サンプルのエリアはデータとして利用せず

KDDIウェブ
サイトにて
「プライバ
シー保護の
仕組み」を
掲載


•
•

•


•
•
•

•
•

出所：経済産業省「パーソナルデータ利活用に関するマルチステークホルダープロセスの実施方法等の調査事業 報告書」（2015.3） 等よりMRI作成
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（参考）匿名加工情報の提供事例 日本経済新聞社
 株式会社日本経済新聞社は、「SCAN CVSレシートデータ」にて、コンビニエンスストアより収集した一般消費
者の購買データを提供・販売している。
 レシート１枚単位のデータとして、売り上げ金額、購入者の年齢、性別、購入日時、場所、購入商品等のデ
ータ項目が含まれている。
「レシート情報」の分析活用例

「SCAN CVSレシートデータ」で提供される購買データの属性

性別

男性、女性

年代

ジュニア、ヤング、アダルト、シニアの4段階

立地

住宅街、駅前、郊外幹線道路沿い、オフィス街

時間帯

CVS向け商品開発において、自社/競合商品の購入属性（性・年齢層、時
間帯等）から、ポジショニング確認、ターゲット絞り込みが可能

朝、昼、夕方、夜、深夜

曜日

月、火、水、木、金、土、日

出所：日経メディアマーケティング「日経POS情報 SCAN CVSレシートデータ」ホームページ
（http://www.nikkeimm.co.jp/pos/needs-scan-cvs/index.html） 2018年２月27日閲覧

「SCAN CVSレシートデータ」で提供されるデータの例
店舗立地

ﾚｼｰﾄ
番号

購入者 購入者

曜日

YYYY MM DD フラ hh mm

ss 性別フ 年齢フ

グ

ラグ

ラグ

ｵﾌｨｽ街２

1

2015

9

1

2

0

42

37

1

3

ｵﾌｨｽ街２

1

2015

9

1

2

0

42

37

1

3

ｵﾌｨｽ街２

2

2015

9

1

2

3

32

13

1

3

ｵﾌｨｽ街２

2

2015

9

1

2

3

32

13

1

3

駅前５

34

2015

9

1

2

13

57

10

1

3

駅前５

35

2015

9

1

2

14

37

18

2

3

駅前５

35

2015

9

1

2

14

37

18

2

3

住宅街１

24

2015

9

1

2

8

36

37

1

3

購入商品名
伊藤園 おーいお茶 緑茶 ＰＥＴ ５
２５ＭＬ
ナビスコ スリムサンド 薄焼きビス
ケット＆ミルククリーム ３枚Ｘ４
エルビー オリジナル ほうじ茶 紙
パック １Ｌ
日清食 カップヌードル ビッグ カ
レー カップ １２０Ｇ
中野 良味１００選 黒糖かりんとう
伊藤園 おーいお茶 緑茶 ＰＥＴ ５
２５ＭＬ
伊藤園 タリーズコーヒー バリスタズ
ブラック ボトル缶 ３９０ＭＬ
山崎 まるごとソーセージ １個

単価

個

メーカー

数

名

分類名
ペットボトル

119

1 伊藤園

180

1

98

1 エルビー

200

1 日清食品

100

1 中野製菓

119

1 伊藤園

133

1 伊藤園

113

1 山崎製パン 菓子パン

入り緑茶飲料

ヤマザキナ ビスケット・
ビスコ

クッキー
紙パック入り
緑茶飲料
即席カップ中
華そば
かりんとう
ペットボトル
入り緑茶飲料
缶入りコー
ヒー飲料

出所：日本経済新聞社
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出所：日経メディアマーケティング「日経POS情報 SCAN CVSレシートデータ」ホームページ
（http://www.nikkeimm.co.jp/pos/needs-scan-cvs/index.html） 2018年２月27日閲覧
ｃ

（参考）統計情報の提供事例 日本経済新聞社
 株式会社日本経済新聞社は、POS情報は全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどから収集した加
工食品、酒類、家庭用品などの販売実績データを収集。
 売れ行きランキングや地域比較グラフなど加工されたレポートをExcelファイル形式で提供している。
「日経POS情報」で提供している統計情報の例
◆ランキングリポート
指定した月、週、日の売れ行きランキングを出力

◆メーカー別主要商品
メーカーごとの売れ筋商品を上位10商品ずつ出力

出所：日経メディアマーケティング「日経POS情報 POS VISION」ホームページ
（http://www.nikkeimm.co.jp/pos/t21-posvision/index.html）2018年２月27日閲覧
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（参考）統計情報の提供事例 インテージ
 インテージ株式会社は、全国5万人以上の消費者の購買履歴情報を分析し、第三者へ提供・販売している。
インテージ・全国消費者パネル調査の調査概要
対象者
エリア

全国15歳～79歳の男女52,500人
全国（70代は沖縄を除く）

対象者数

設計52,500人(2017年5月～)
設計50,000人(2012年1月～)
設計26,810人(2011年4月～12月)
設計20,110人(2010年4月～2011年3月)

インテージ・全国消費者パネル調査データを用いた分析の例
◆自社商品購入者の属性や価値観、購買行動特性の特徴を分析し、ターゲット戦略
立案に活用

データ収集方
インターネット調査（バーコードスキャン方式）
法
対象カテゴ
リー

食品、飲料、日用雑貨品、化粧品、医薬品、タバコ
※食品は、生鮮・惣菜・弁当を除く
※家庭内消費に限らず、屋外消費を含む
※バーコードが付与された商品のみ

調査項目

バーコード、購入日時、レシート合計金額、購入チャネル
（バーコードをスキャンした商品の）購入金額、購入個数
付帯調査項目（飲料温度帯など、商品・購入チャネル・時期な
どによって異なる）

報告データ

100人あたり平均購入規模、購入率、購入者当たり購入規模、
マーケットシェア など

◆消費者セグメントを購買実態などで分類し、購買ポテンシャルのある層を把握

報告サイクル 月次、週次（速報）
提供形態

提供ツール「iCanvas」、Excel集計表、分析レポート など
出所：インテージ「SCI（全国消費者パネル調査）ホームページ」
（https://www.intage.co.jp/service/platform/sci/）2018年２月27日閲覧
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（参考）統計情報の提供に関する対応
 個人情報保護法ガイドライン（匿名加工情報編）によれば、「統計情報」であるための要件として「特定の個
人との対応関係が排斥されている限りにおいて」とあるが、これを誰が保証するのかという点については、個別企
業による自主的な判断（所管官庁への個別確認は行っていない）がなされている。
（参考）個人情報保護法ガイドライン（匿名加工情報編）より一部抜粋
なお、「統計情報」は、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに 集計して得られるデータであり、集団の傾向又は性
質などを数量的に把握するものである。 したがって、統計情報は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、法に おける「個
人に関する情報」に該当するものではないため、改正前の法においても規制の対象外と整理されており、従来同様に規制の対象外となる。

 NTTドコモでは、「モバイル空間統計」の事業化に際して、統計分野の専門家や弁護士等の社外有識者によ
り構成される研究会を組織し、その検討結果を参考に、データ処理、加工、提供に関するガイドラインを作成。
これに基づき運用している。
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スマートメーターデータ利活用における国内の取り組み
 ⼤規模HEMS情報基盤整備事業：HEMS普及促進、⼀般家庭における経済性の⾼いエネルギーマネジメ
ントの実現に向け、多数のHEMSを⼀元的にクラウド管理し、電⼒利⽤データの利活⽤を推進する⼤規模
HEMS情報基盤を整備し、その効果を実証。
 HEMSデータを取得するAPI標準仕様書の策定、プライバシーに配慮した電⼒利⽤データ利活⽤環境を検討
し、「HEMSデータ取扱マニュアル」を策定等の成果の一方で、課⾦に耐えうるサービスは少なく、ビジネスモデル
の創出につながらないといった課題が示された。

出所：経済産業省「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」（2016.3）

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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スマートメーターデータ利活用における米国の取り組み
 2011年９月：連邦政府の方針により、消費者権限強化を図る「オープンコラボレーション原則」の一環として
、電力業界にデータポータビリティに係るビジネスモデル構築の要請あり。
 スマートメーターのデータの活用については、エネルギー省がガイドライン（Privacy Voluntary Code of
Conduct：VCC（※））を制定（2012年2月）。データ取り扱いに関する観点は以下2点。
 需要家が自身のデータをコントロールする際の方法
 第三者が需要家データへアクセスする際の方法

 連邦政府には、州公益事業に対する規制権限がないため、各州公益事業委員会がガイドラインを参考に個
別判断で規制。
 カリフォルニア州、コロラド州、イリノイ州におけるエネルギーデータのプライバシー保護ルールは、いずれもエネルギ
ー省のガイドライン（VCC）で定める要件と、実質一致している。
※VCC：米国エネルギー省（Department of Energy）の定めるデータ提供者の同意や管理に関する事項をまとめたガイドライン

電力会社が第三者へデータを提供する際の要件
米国エネルギー省

カリフォルニア州

コロラド州

イリノイ州

１次目的注１

需要家の同意不要

需要家の同意不要

需要家の同意が必要

需要家の同意不要

２次目的注２

需要家の同意が必要

需要家の同意が必要

需要家の同意が必要

需要家の同意が必要

（ただし、集約データ、匿名加工デー
タを提供する場合は同意不要）

（ただし、電力会社と契約関係にあり、
NDAを締結している場合は不要）

（ただし、集約データを提供する場合
は同意不要）

（ただし、集約データを提供する場合
は同意不要）

注１：電力・ガスの供給や料金請求や、システム・系統運用上必要なものの提供、DRや省エネプログラムを導入する目的のため
注２：1次目的ではない（商業利用など）の目的全て

（ただし、匿名加工データを提供する
場合は同意不要）

出所：
・ 米国エネルギー省, Voluntary Code of Conduct Final Concepts and Principles (2015.1)
・ California Public Utilities Commission，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）(2011.7)
・ Colorado Public Utilities Commission, 4 Code of Colorado Regulations (CCR) 723-3 –PART 3 RULES REGULATING ELECTRIC UTILITIES（2017.12）
・ Illinois Commerce Commission, Public Utilities Act -Article XVI - Electric Service Customer Choice And Rate Relief Law Of 1997
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データポータビリティの取り組み例 －米国の事例 “Green Button”－
 「個人」が電⼒データを⼆次⽬的（料金請求やDR等系統運用に関する利用以外）で第三者に提供する際
に、個人から同意取得を⾏うためのプラットフォームとして「Green Button」が存在（2012年1月より）。
 政策面は米国エネルギー省（DOE）、ホワイトハウス（アメリカの最高技術責任者（CTO）を務めた
Aneesh Chopra氏）、標準化・技術的検討は国立標準技術研究所（NIST）、スマートグリッド相互運
用性パネル（SGIP）、北米エネルギー規格委員会（NAESB）等が主導注１。
 2011年秋に北米エネルギー規格委員会がリリースしたESPI（Energy Services Provider Interface）
標準データにより、ユーティリティ・需要家・サービス事業者間のデータのやり取りを実現注１。
 2015年より「Green Button Alliance」がシステム管理や利用促進活動を実施している注１。
注１：Green Button Alliance ホームページ（http://www.greenbuttonalliance.org/about）（2018年2月27日閲覧）

- 用語説明 -

■NIST（National Institute of Standards and Technology）国立標準技術研究所：
アメリカの技術革新や産業競争力を強化するために、経済保障を強化 して生活の質を高めるように計測学（計測科学）、規格、産業技術を促進する機関
■SGIP（Smart Grid Interoperability Panel）スマートグリッド相互運用性パネル：
2009年12月設立。スマートグリッド技術の導入の妨げとなるギャップを埋めるために相互運用性、標準の使用、組織間の共同作業を推進する組織。
官民パートナーシップとしてNISTに技術サポートを提供する新しい組織として設立された。
■NAESB（North American Energy Standards Board）北米エネルギー規格委員会：
2002年1月設立。天然ガス及び電力のシームレスな卸・小売市場の活性化を目的としたビジネス規範・規格の策定と、普及促進を目的に設立された非営利の規格策
定・普及推進組織。 NISTおよびSGIPの要請を受けて、GreenButtonにおけるデータ規格共通を開発。
■Green Button Alliance:
グリーンボタンの標準の開発、コンプライアンス、および広範な採用を促進するために2015年に形成されたアライアンス。
ユーティリティ事業者、サービス事業者、システム開発会社、政府機関等から成る。
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データポータビリティの取り組み例 －米国 “Green Button”の仕組み－
 「Green Button」とは、エネルギーデータのフォーマットを共通化し、需要家が自身のエネルギーデータへのアク
セスと第三者との共有を簡単にする仕組み。
 需要家は、ユーティリティ事業者のWeb Portalを通じて、2通りのデータ利活用ができる。
① 自身のデータをダウンロードし、第三者（サービス事業者）が提供するアプリを利用して自身でデータ分析。
② 第三者（サービス事業者）に、ユーティリティが管理する自身のデータへのアクセスを許可（図中「Connect My
Data」）し、第三者のアプリと連携しサービスを受ける。

 現在までに参加予定も含めて82社のユーティリティ事業者（送配電事業者、小売事業者）がアグリゲーター
として参加登録、40社近くのサービサがサービスを提供、6,500万世帯以上の需要家が利用可能（※）。
※米国エネルギー省「Green Button ホームページ」（https://energy.gov/data/green-button） （2018年2月27日閲覧）

Green Buttonのデータ活用フロー

需要家

第三者

Data Custodian
(Utility)

Third Parties
(サービス事業者)

・Pacific Gas & Electric
・ComEd 等

Smart
Meter
End-User
（需要家）

アグリゲーター

・Bidgely 等

2

自動転送

1
ダウンロード

Green
Button
Apps

Web Portal

データの流れ

PC

サービス提供

サービス提供の流れ

出所：経済産業省「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」（2016.3）等より、MRI作成
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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PG&Eによる“Green Button”を利用したサービス提供のスキーム
 PG&E社は、”Share My Data”というGreen Button方式のプラットフォームを構築。需要家はエネルギー使
用量等の情報を、PG&E社に登録された第三者（Third Party）と共有することが可能。
 第三者は、サービス提供の対価として、PG&E社より収入を得る仕組み。
PG&E社のデータ共有のスキーム（Share My Data）
PG&E

需要家

“Share My Data”
Third Party向け
Webポータル

2
“Share My Data”にて、デー
タ共有の同意、及び利用登録
された第三者のリストから、第
三者と共有するデータ項目
（※1）を選択

4

“Share My Data”
需要家向け
Webポータル

第三者
1
“Share My Data”へのアプ
リ登録・利用規約への同意

3
第三者に、需要家のデータを
送信

アプリケーションの提供を通じて需要家にサービスを提供

※1：共有可能なデータ項目は以下のとおり。データ項目のうちどれを共有するかは、需要家による任意選択可能。
基本情報：氏名、住所
課金情報：課金記録、電圧クラス、料金メニュー種別 等
口座情報：口座番号、契約番号 等
使用情報：電気・ガスの消費量データ
※2：Green Button initiativeウェブサイトによれば、PG&E社に約50件のアプリが登録されているとのこと。

出所：PG&E HPより、MRI作成
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Bidgely 等（※2）

テキサス州におけるGreen Buttonの活用
 テキサス州では、送配電事業者および小売電気事業者双方がGreen Buttonのアグリゲーターとして存在。
 送配電会社５社（※1）が共同運営するWeb Portal “Smart Meter Texas”にて、Green Buttonの
「Download My Data」、「Connect My Data」の仕組みを提供（2012年よりサービス提供開始）。

 Smart Meter Texas運営費は、HB2129(2005)、HB3693(2007)によりスマートメーター導入費用を含めサーチャージ費用回収を認可
 SPEER（※2）は、 “Smart Meter Texas”において「Connect My Data」を利用する需要家は少なく、その原因として、サービス事業者に
データアクセスを許可するプロセスの煩わしさを指摘（※3）。こうした意見を受け、サインアップ方式が簡易化された。
※１：CenterPoint、Oncor、AEP TCC、AEP TNC、Texas-New Mexico Powerの５社
※２：「South-central Partnership for Energy Efficiency as a Resource」の略。 テキサス州とオクラホマ州において、先進的な建築物や省エ
ネルギー機器・サービスの普及を目指す民間団体（2011年10月設立）
※３： SPEER「IMPROVING ACCESS TO SMART METER DATA IN TEXAS」（2016年10月）

 小売電気事業者であるReliantは、「Download My Data」の機能のみを提供。
Smart Meter Texasの需要家サインアップ画面

個人情報：

・氏名
・Emailアドレス
・電話番号

セキュリティ情報：

・UserID
・現在契約中の小売電気事業者
・メーターID
出所：Smart Meter Texas 「Create a New Residential Customer Accountホームページ」
（https://www.smartmetertexas.com/smt/jsp/register/rc_person_create.jsp?personType=0）
2018年2月27日閲覧
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サービス提供企業例（Bidgely）
 2011年設立。PG＆E、ComEd、中部電力などユーティリティ企業16社にサービスを提供。
 スマートメーターデータと天候情報等を組み合わせてAI分析を行うことで、家電ごとに計測器を取り付けることな
く各家電の使用状況を把握するディスアグリゲーションサービス“HomeBeat”を提供。
 PG&E社のプラットフォームを利用して、パイロット事業で約850世帯に導入。約7.7％のエネルギー削減を実現。
 ComEd社のプラットフォームを利用して、需要家に“HomeBeat”サービスを提供。

ディスアグリゲーションのイメージ

データ提供形態のイメージ

•
•
出所：Cleantech Forum (2017)
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

メーターのタイプに寄らずすべての家庭に導入可能
電力利用量を近隣の家庭と比較することも可能

出所：Bidgelyホームページ（http://www.bidgely.com/blog/customerretention-simple-ideas-that-make-customers-happy/）2018年2月27日閲覧
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サービス提供企業例（Simple Energy）
 2010年設立。 Green Button標準を実装した最初のサードパーティアプリケーション開発企業。取引先は
ENERGY WISE MN、SMUD、Exelon、ComEdなどユーティリティ企業15社。
 住宅向けの省エネ商品・サービスを提供するオンライン・プラットフォーム「Marketplace」および節約量に応じた
キャッシュバックサービス「Rebates as a service」などを展開。
 需要家ごとにカスタマイズした情報を電子メール、レポート、SMSテキストでユーザーに発信。

データ提供のイメージ

Rebates as a serviceの活用イメージ

出所：Simpleenergy ホームページ （http://simpleenergy.com/product/）2018年2月27日閲覧
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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サービス提供企業例（GreenSuite）
 2011年設立、電力、ガス、水道および電気通信事業者を主な取引先とするソフトウェア提供企業。2013年
7月からGlobal Water Technologies, Inc.の子会社。
 スマートメーター情報、気温情報等を分析して把握した各家庭のエネルギー使用状況をエネルギー情報ポータ
ル上で配信。
 Green Buttonデータは、ユーティリティ顧客の消費行動の監視、他者データとの比較、消費者向けレポートとしてウェブ
や電子メールなどでの配信、一定の省エネを達成した消費者へはキャッシュバックがある。
 GreenSuiteのポータルには、Education（省エネ教育）、MyPlan（ユーザー別省エネコンサル）、AdSuite（ユー
ティリティ向けオンライン広告サービス）などの機能も含まれる。

電力消費分析データ画面イメージ

MyPlanサービスによる“気付き”の施し

出所： GreenSuite ホームページ（http://mygreensuite.com/utilities-served/electric/） 2018年2月27日閲覧
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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送配電事業者による匿名加工データの提供事例（ComEd）
 ComEd社は、自社管内におけるスマートメーターの設置された需要家の郵便番号で匿名化することで、第三
者に匿名加工データを有償提供（ComEd社、2017年2月プレスリリース）。
 匿名加工に際して、イリノイ州商務委員会（Illinois Commerce Commission）が規定したデータプライバ
シールール（15/15プロトコル）に基づき実施。（ICC Final Order 13-0506）
15/15プロトコル
匿名加工データに最低 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%
未満である場合に、そのデータ開示対象需要家の同意取得を免除。
※委員会事務局は、プライバシー保護を重視する立場からデータセットを「30件以上」の提案したが、需要家アグリゲーションを行う消費者団体からの「15件以上」
でよい、統計的検証が不十分等との意見があったものの、最終的にはプライバシー保護とデータ利活用のそれぞれの観点に留意し決定された。

匿名加工データの提供ファイルイメージ
郵便番号

15/15プロトコルイメージ
最低15件以上

ランダム識別番号が
顧客に割り振られる。

シェア15%未満

OK

匿名加工対象

21件：OK

8%

4%
4%

6%
8%
9%
7%

9%
12%
3%
4%
7%
8%
6%
5%
10%
4%
8%

NG

10%
4%
20%

4%

6%
7%
5%

3%
3%

出所：経済産業省「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」（2016.3）
ComEd「AnonymousData FAQs」ホームページ

出所：SmartGrid consumer collaborative「Utilities Focused on Enabling
the Smart Grid Market: How to Leverage Usage Data to Benefit All」(2017.7)
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電力利用データ(kWh)合計値

15件：OK

6件：
NG

4%

7%
5%

（https://www.comed.com/SmartEnergy/InnovationTechnology/Pages/AnonymousDataFAQs.aspx）

(2018年2月5日閲覧) よりMRI作成
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スマートメーターデータ利活用における英国の取り組み
 2010年頃より、エネルギー・気候変動省（Department of Energy and Climate Change：DECC）が
策定したスマートメーターの導入プログラム（※1）に基づいて、政府が指定する機関に情報を集約し、データ利
用者（送配電・ガス配給事業者、小売事業者、それ以外の第三者）へ提供する仕組みを検討。
 2016年、Ofgem（※2）管理の下でDCC（※3）を設立。メーターデータを一元的に管理する機能を保有。
 スマートメーターの仕様は「Smart Meter Equipment Tech Standards 2 (SMETS2)」にて規定
 仕様の変更があったため、2016年の導入率は6％。2020年末までに導入目標100％（電力・ガスメーター：計5,300万件）をめざす。

 データアクセス規制やプライバシー保護についての基本的な考え方は 、DECC作成によるDAPF（Data Access
and Privacy Framework）によって規定されている。
※１：SMIP(Smart Metering Implementation Programme)：エネルギー・気候変動省が定めたスマートメーター導入プログラム
※２：Ofgem(Office of Gas and Electricity Markets)：1999年に設立された電力・ガス規制管理局。市場監視と消費者保護を担う。
※３：DCC（Data Communications Company）：2016年に設置されたデータ運営・管理機能を持つ業界横断コンソーシアム（smart DCC Ltd）。
通信サービスプロバイダとデータサービスプロバイダ（送信ソフトウェアシステム）から成る。

DCCを経由したデータ流通フロー
Energy Consumers

Data Communication Company (DCC)

Smart DCC Ltd
(Capta PLC子会社)

Electric
Meter

Gas
Meter

Communications
Service Providers
(CPS)
・Arqiva
・Telefonica

In-home
Display

Data Service
Providers (DSP)

Energy Suppliers
(電力・ガス小事業者)
Network Operators
(送配電事業者、ガス輸送・
配給事業者)

・CGI
Data Server

WAN
(Radio/
Cellular)

DCC User
gateway

Communications
Hub

出所：Data Communications Company ホームページよりMRI作成
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Authorized Parties
(第三者)

SEC Panel(※)より、ライセ
ンス付与された事業者

（参考）英国DCCにおけるスマートメーターデータ利用の要件
 DCCより、電力・ガス小売事業者、ネットワーク事業者、第三者（authorized third parties）に、電気・
ガス消費量データが提供され、各事業者によって利活用することが可能である。
 スマートメーターで取得されたデータへのアクセス要件・プライバシー保護については、DECCが作成したDAPF（
Data Access and Privacy Framework）にて枠組みに規定されている。電気・ガスの利用主体、利用
用途・目的によって、アクセス可能なデータとアクセス条件が異なる。
 第三者の場合、SEC Panelより認可を受けライセンスを取得する必要がある。具体的なライセンス要件は上
記DAPFの枠組みの内容が反映された「Smart Energy Code」にて規定されている。
英国DCCにおけるスマートメーターのデータアクセス規制
データの利用主体

Energy Supplier
電気・ガス小売事業者

ライセンス付与

データの用途・目的
課金等小売事業者のライセンス
に基づく業務での利用

OFGEM

Network operator
配電会社・ガス配給会社

OFGEM

Authorized Third party

SEC Panel/
SEC管理・事務
局

アクセス可能なデータ

データアクセスの条件

月単位以上の粒度のデータ

• 条件なし

マーケティング以外の目的での利
用

日単位以上の粒度のデータ

• 需要家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

• 需要家の事前の同意（Opt-in）を得ること

マーケティング目的での利用

全てのデータ

• 需要家の事前の同意（Opt-in）を得ること

規制業務の執行における目的で
の利用

集約または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、
集約または匿名化の方法等を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

全てのデータ

• 需要家がデータの主体と合致していることを、何らかの方法で
確認すること
• 需要家の事前の同意（Opt-in）を得ること
• 定期的に需要家に対し、データのアクセスについて通知すること

全ての利用

出所：経済産業省「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」（2016.3）
DECC, Smart Metering Implementation Programme -Government response to consultation on timing of the review of the Data
Access and Privacy Framework- (2015年12月) よりMRI作成
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（参考）英国DCCの事業スキーム
 DCCは、スマートメーターデータの流通・通信インフラの管理についてOfgemから認可を得た事業者
 SECパネルは、「Smart Energy Code」の運営・管理を実施
 SECパネルよりDCCユーザーとして承認されたSEC Partyは、DCCへのデータアクセスが可能
Ofgem
認可・規制
Smart Meter
Communication
Licence

SEC Panel /
Smart Energy Code
Company Ltd.

認可・規制
Energy Supplier
Licence

認可・規制
Network Operator
Licence

Energy
Supplier

Network
Operator

選任

委託

SECAS

DCC

Smart DCC Ltd.
（Capita plcの完全子会社）
Communicat
ions Service
Provider

Data Service
Provider

運営・管理支援
・SEC改定

SEC Party
登録、
DCC user
の承認

Smart Energy Code
（SEC）に基づき業務執行

Third
Party

SEC Parties

※Smart Energy Code Company Ltd.は非公開有限責任会社（Private limited Company）であり、その管理・運営は、SEC Panel（SEC Party
のメンバー企業より選任（任期1年もしくは2年）、現在11名）が行う。
※DCC userの承認：SEC Partyのみが承認申請可能。SECASが規定する「User Entry Process Guidance」に従い、接続テスト等を受けなければなら
ない。
出所：Data Communications Company、 Smart Energy Code Company Ltd.ホームページよりMRI作成
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（参考）英国DCCのスマートメーターデータへのアクセス
 DCCにアクセス可能、あるいは将来的にアクセスが想定されるSEC Partyとして、エネルギーサプライヤー、ネット
ワーク事業者、その他企業で計224グループ・384社が登録されている。
 SEC Party登録ついて、第三者（Others）に関する資格制限はない。DCCユーザーになるためにはSECパネルの承認が必要。
 なお、SEC管理・事務局（SECAS）によれば、第三者（Others）のうち、DCCユーザーとしての承認プロセスを完了した事業者は存在しな
いとのこと（2018年2月21日現在）

SEC Partyの概況（2018年1月15日現在）
分類
Electricity
Networks /
Gas Networks
Large
Suppliers
/ Small
Suppliers

Others

主な業種

社数

主な企業

配電会社

15グループ・24社

Northern Powergrid, Scottish Hydro, UK Power Networks 等

ガス配給会社

12グループ・19社

ESP Utilities, National Grid Gas, Northern Gas Networks 等

大手小売事業者

12グループ・24社

British Gas, E.ON, EDF, Npower, Scottish Power, SSE 等

中小小売事業者

107グループ・136社

ENGIE, Good Energy, Green Energy 等

IT・ソフトウェアベンダー

CGI IT UK, ElectraLink, Utilisoft, Wipro 等

メーター関連

Landis+Gyr, Aclara Meters UK, Itron Metering Solutions UK 等

価格比較サイト、エネル
ギーコンサルタント
その他

78グループ・81社

Switched Energy, Opower, uSwitch, Fundraising Innovations 等
TUV SUD LIMITED 等

出所：Smart Energy Code Administrator and Secretariat「SEC Parties15/01/2018」 よりMRI作成
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（参考）英国DCCの利用に係る料金体系
 DCCユーザーに対して課せられる料金は、固定料金①、②、③、個別サービス料金④により構成される。
 固定料金①、②、③は、エネルギーサプライヤー、ネットワーク事業者に対してのみ課せられ、ライセンス区分に
応じた料金単価が設定されている。個別サービスに関する課金④については、ライセンス区分や第三者か否か
に関係なく、 その利用に応じてDCCユーザーに課せられる。
1

Fixed charge
(登録されたｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ利用に対する課金)

2

Fixed Alt HAN Charges
(HANの利用に対する課金)

3

Fixed CH Charges
(登録された通信ハブに対する課金)

4

Explicit Charges
(個別ｻｰﾋﾞｽに応じた課金)

スマートメーター数（件）× Fixed charge単価（￡/件/月）
スマートメーター数（件）× Fixed Alt HAN Charges単価（￡/件/月）
スマートメーター数（件）× Fixed CH Charges単価（￡/件/月）
個別サービス（ネットワーク接続、通信、セキュリティ評価等）に係る課金
DCCによる固定料金単価表（2018年4月～2019年3月）

Fixed charge

単位：￡/meter/月
Fixed CH Charges

家庭用

非家庭用

非家庭用

非家庭用

Fixed Alt
HAN
Charges

全地域共通

North地域

Central地域

South地域

全地域共通

全地域共通

North地域

Central地域

South地域

電力小売事業者

£0.602

£0.706

£0.537

£0.572

£0.013

£0.342

£0.180

£0.460

£0.395

ガス小売事業者

£0.455

£0.533

£0.406

£0.432

£0.013

£0.259

£0.136

£0.348

£0.299

配電事業者

£0.074

£0.087

£0.066

£0.070

ー

ー

ー

ー

ー

ガス輸送事業者

£0.000

£0.000

£0.000

£0.000

ー

ー

ー

ー

ー

区分

家庭用

非家庭用

非家庭用

非家庭用

出所：DCC, Indicative Charging Statement for Service Charges Regulatory Year ending 31 March 2019 Issue: 3.0 (2017.10)
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（参考）英国DCCのデータアクセスに係る第三者の費用負担額の試算
 DCCが、DCCユーザー向けに提示しているサービス料金表より、小売事業者やネットワーク事業者以外の第三
者が利用する場合に、必須サービスと思われるDCC Gateway接続料金、SM WANテスト料金について積
算を行った。
 サービス利用期間５年間とした場合、年平均約260万円の負担となる。
DCCのデータアクセス利用に係る第三者の費用負担額の試算
費目
1) DCC Gateway（初期構築・設定費）

単価
￡3,500.0 /connection ×

数量
1 connection ＝

金額
￡3,500

2) DCC Gateway（接続料）

￡4,000.0 /year

×

5 year

＝

￡20,000

3) SM WAN テスト（初期構築・設定費）

￡2,150.0

×

1

＝

￡2,150

4) SM WAN テスト（利用料）

￡1,012.0 /month

＝

￡60,720

「DCC Gateway LV Connection – connection charge」単価の最大値と「DCC
Gateway HV Connection – connection charge」単価の最小値の中間値
「DCC Gateway LV Connection – annual charge」単価の最大値と「DCC
Gateway HV Connection – annual charge」単価の最小値の中間値
South/Centralエリアにおける「SM WAN for testing - connection charge」単価の中
間値
South/Centralエリアにおける「SM WAN for testing - connection charge」単価の中
間値

/connection

×

/connection

60 month

合計（５年間）

￡86,370
5 year

合計（単年換算）

￡86,370

／

合計（単年換算：円換算）

￡17,274 /year

× 151.42 円/￡

＝

￡17,274

=

2,616 千円

＜前提条件＞
• DCC Gateway費用の単価は設計通信量によって異なる。料金表（※）より中間値を採用した。
（※）DCC, Indicative Charging Statement for Service Charges Regulatory Year ending 31 March 2019 Issue: 3.0 (2017.10)
• SM WAN テストは地域によって異なる。南部・中部エリアの単価を採用した。
• サービス利用期間：5年とした。
• 為替レート：1ポンド＝151.42円（日本銀行, 報告書令レート（平成30年2月分）より試算）
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データポータビリティの取り組み例 －英国の事例 “midata”－
 英国ビジネス・イノベーション・技能省（BIS: Department for Business, Innovation and Skills）が
中心となって、2011年4月に「midata」を発足。
 2013年7月より、消費者モニタ1,000人から個人データ（エネルギー、銀行、携帯電話を対象）を取得し、
実データを利用しアプリケーション開発する実証実験「ｍIL：midata Innovation Lab」を実施。なお、現在
プロジェクト自体は終了。
 エネルギーデータの利活用の観点では、自分が住んでいる地域の平均的な電気・ガス料金と比較し、エネルギープランの
適正化を図るサービスなどが提供された。

 政府は、企業に「midata」の利点を説明するとともに、「midata」に対する社会の関心を高めるべく、メディアや
企業、消費者団体等に働きかけを行っている（2014年3月時点）（※）
※:経済産業省「消費データの戦略的活用の促進に関する調査」（平成26年3月）

実証実験を踏まえた「midata」に対する評価

「midata」のデータ活用フロー
名前・運転免許証情報、所有自動車・不
動産などパーソナル情報を自身で入力

電気・ガス事業者

Personal
データ
Data Store
取得

SNS

データ保有者

メリット

個人

・データ流通に対する信頼性

・各サイトへのログイン、ダウンロー
ド作業が煩雑
→自動化・簡易化

企業

・消費者からの情報を受け取
ることで、消費者理解を高め
ることができる

・自社顧客が競合他社へ流出し
てしまう恐れ
→企業側は、データの組み合わせ
などから付加価値が創出できること
を示す必要あり

アクセス
要求

通信事業者
金融事業者

主体

データ
提供
サービス
提供

消費者

パートナー

課題と対策

出所：経済産業省「消費データの戦略的活用の促進に関する調査」（2014.3）等よりMRI作成
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6. スマートメーターデータの取得における現状整理

66

スマートメーターデータ取得方法

①一般送配電事業者
データ取得ルー
ト
取得粒度
取得タイムラグ
想定されるユー
スケース

②小売電気事業者等（需要抑制契
約者含む）※託送契約締結事業者

③民間企業（②を除く）

Aルート

Cルート

Bルート（HEMSア
グリゲーター経由）

Cルート（小売電気
事業者等経由）

Bルート（HEMSア
グリゲーター経由）

30分

30分

1秒程度

30分

1秒程度

なし

60分程度

リアルタイム

60分程度（想定）

リアルタイム

配電設備容量最適化、断線検知、 DR、料金メニューの策定、省エネ診断、見守りサービス、家電使い方診断、在宅予測、出店
省エネ診断、在宅予測・・・
戦略策定・・・
出所：各種資料を元にMRI作成
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スマートメーターデータの取得ルート

Ⓑ
小売電気事業
者等

HEMSアグリゲーター

民間
企業

クラウドプラット
フォーム等

Ⓑ

Ⓒ

託送業務
MDMS
システム

Ⓐ

HES

スマート
メーター

Ⓑ

HEMS/
HGW

需要家

一般送配電事業者

出所：各種資料を元にMRI作成
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スマートメーターデータの第三者取得の運用について
 データ取得に係るデータフォーマット
• 一般送配電事業者が、小売電気事業者等（託送契約をしている小売電気事業者および、需要抑制契約者）に対し、需要
地点毎に30分電力量を当該事業者へ提供する場合のデータ流通の共通フォーマットとして、「小売電気事業者・一般送配電事
業者間 EDI （Electronic Data Exchange）共通規格」が広域機関により規定されている。





通信方式は、導入・運用が簡便な画面提供及び Web型のインターネットEDIを採用。
表現規格は、社内基幹システムのデータフォーマットへの変換が、比較的容易に実装可能なXML形式を採用（一般送配電事業者保有の
「託送業務システム」内で実施）。
標準メッセージ（30 分電力量データなど）を提供する際のビジネスプロトコルの標準規格として、「30 分電力量提供業務ビジネスプロトコル標
準規格」も規定。

 データ取得に係る運用ルール（事業者ヒアリングより）
• 託送業務の運用方法に関する規則はなく、一般送配電事業者毎に異なる。
• 小売電気事業者の多くは、託送実務を電力CISのシステムを利用して行っており、かつ電力CISは一般送配電事業者各社の
運用ルールの違いに即したシステム構築をしているため、小売電気事業者が運用ルールの違いに直面することは少ない。
スマートメーターデータの取得方法
広域的運営推進機関

需要家

・新メニュー提供
・使用量通知
・電気料金精算
・見える化
・サービス提供

小売事業者

供給者変更等の
申込み

一般送配電事業者
供給者変更等の
託送異動手続き

【ｽｲｯﾁﾝｸﾞ支援対応ｼｽﾃﾑ】
地点設備情報・
使用量情報の提供
託送異動申込の受付

使用電力の通知
（30分値・月間値）

検針値（30分値）の通知

スマート
メーター

【託送業務ｼｽﾃﾑ】

地点・
計量器管理

MDMS

出所：東京電力「託送業務システムの開発状況について」(2015.7)よりMRI作成
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（参考）電力広域的運営推進機関「スイッチング支援システム」について

70

スマートメーターデータ取得方法の整理

契約切替（スイッチング）の際のデータ取得

 需要家の契約変更時（スイッチング時）に際して、小売電気事業者（需要抑制契約者も含む）は、需
要家の同意を得た場合に限り、広域機関のスイッチング支援システムを利用して使用量データや設備デー
タを取得可能。ただし、サービス利用目的での取得・利用は不可。
契約変更時
概要
備考

需要家の委任を要件に、スイッチング支援システムを通じて、一般送配電事業者に照会し取得する。（送配電等業務指針第252条）
・目的（供給契約の締結）の範囲内であれば、他社の顧客データを取得することは可能。目的外の場合は不可

（送配電等業務指針第265条）

・取得まで１～２営業日程度

契約切替前後のデータフローの概要
契約前

契約手続き

需要家

小売電気事業者選
択のための問合せ等

供給契約の
申込み等

30分
電力量取得

料金支払いの
内訳把握

小売電気
事業者

設備情報照会
使用量情報照会

託送契約申込み
廃止取次申込み

30分電力量
取得・提供

確定使用量
取得・提供

広域機関

一般送配電
事業者

発電・受給
計画等提出

広域機関
システム

スイッチング支援システム

設備情報回答
使用量情報回答

契約後

託送契約

一般送配電事業者のシステム

出所：電力広域的運営推進機関「スイッチング支援システム小売電気事業者向け説明会」(2015.10)よりMRI作成

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

71

（参考）スイッチング支援システムに係る送配電等業務指針の関連条文
送配電等業務指針における関連条文
（スイッチング支援システム）
第２４７条 （一部抜粋）
スイッチング支援システムを通じて行うことのできる業務は、低圧需要者及び高圧需要者並びに低圧FITf電源を補修する発電設備設置者に関する次
に挙げる業務とする。
①供給地点特定番号検索、②供給地点設備情報照会、③使用量情報照会、④託送等移動業務、⑤スイッチング廃止取次、⑥業務処理状況
照会、⑦小売電気事業者情報照会
（使用量情報照会）
第２５２条 （一部抜粋）
①小売電気事業者は、 供給契約を締結しようとする上で必要がある場合には、需要者の委任を受けた場合に限り、スイッチング支援システム通じ、
一般送配電事業者に対し、使用量情報の照会を行うことができる。
②需要抑制契約者は、特定卸供給契約を締結しようとする場合には、需要者の委任を受けた場合に限り、スイッチング支援システムを通じ、一般送
配電事業者に送付するものとする。
③小売電気事業者及び需要抑制契約者は、使用量情報照会の委任を受けた場合には、公的証明書等に基づき、当該委任を行ったものが需要者
本人であることを確認しなければならず、使用量情報照会にあたって、当該証明書等の写しを一般送配電事業者に送付するものとする。
④一般送配電事業者は、公的証明書等に基づき、小売電気事業者及び需要抑制契約者が需要者の委託を受けたことを確認できた場合には、紹
介を受けた需要者の使用電力情報を提供する。
⑤一般送配電事業者は、需要者本人から使用量情報照会を受けた場合には、小売電気事業者又は需要抑制契約者を通じて、当該照会を受け
た需要者に対し使用電力情報を提供する。
（目的外利用の禁止）
第２６５条
小売電気事業者は、スイッチング支援システムを通じて取得した情報について、当該情報を取得した目的以外の用途で利用してはならない。
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7. その他

73

諸外国のスマートメーター普及状況
 EUでは、2020年までに少なくとも全世帯の80％にスマートメーター導入を目標（※1）
 米国では、2020年までに9,000万世帯（全世帯の約71%（※2））導入が想定されている（※3）
※1:USmartConsumer,”European Smart Metering Landscape Report (2016)”
※2:全米約126百万世帯（2017年）（US Census bureauウェブサイトより）の内数
※3:Institute for electric innovation,”Electric Company Smart Meter Deployments:Foundation for a Smart Grid (2017)”
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出所：ACER/CEER「Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2015」（2016年11月）
FERC 「Assessment of Demand Response and Advanced Metering」（2017年12月）
電力・ガス取引監視等委員会、第77回資料3-2「電力市場における競争状況の評価」（2017年4月5日） より、MRI作成
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諸外国のスマートメーター普及状況
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出所：ACER/CEER「Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2015」（2016年11月）
Eurelectric「Power Distribution in Europe Facts & Figures」
FERC 「Assessment of Demand Response and Advanced Metering」（2017年12月）
電力・ガス取引監視等委員会、第77回資料3-2「電力市場における競争状況の評価」（2017年4月5日） より、MRI作成
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欧州各国のスマートメーター導入の取り組み状況
 欧州主要国では、2009年の第三次EU指令を受け、スマートメーターの導入の取り組みを進めているとこ
ろ。スマートメーターの導入状況は、国により異なる。
※費用対便益分析を行い、メリットが見込めないと判断された場合は、スマートメーター導入は求められない。

国名

スマートメーター導入状況

イギリス

DECCが策定した”Smart Metering Implementation Programme”を2011年より実施されており、2020年までにスマートメーター30百万地
点に設置する計画。2017年9月末時点で、約472万台（約16％）が設置されている。

フランス

2010年、政府はスマートメーター導入義務化を決定。2011年、政府は、2013年～2020年に段階的な導入を進め、2021年末までに全需要家
の95％（3500万台）導入を目標とする旨を発表。なお、2012年以降新設のメーターは全てスマートメーターとなっている。

イタリア

スマートメーター導入は法的に義務付けられている。初代スマートメーターは2001～2011年に導入され3600万戸の95％に設置完了。2016
年より、次世代スマートメーター導入を開始。

オランダ

2020年までに住宅及び中小事業所の80％への設置を目標。2012-2014年より小口需要家からスマートメーター導入開始、2015年より大口需
要家にも導入対象を拡大。最終的に、電気・ガス合わせて800万以上の世帯にスマートメーターが導入される見通し。

ドイツ

法的な取り組みとして段階的導入を採用。2017年1月よりまず大口需要家（年間消費量10,000kWh以上）、再エネ電源（7kW以上を持つ需要
家から設置を開始。2020年以降より中規模需要家（年間消費量2,000kWh以上）に導入する計画。

スペイン
スウェーデン
ノルウェー
フィンランド
デンマーク
アイルランド
オーストリア
ベルギー
ギリシャ
ポーランド
ポルトガル

2012年政府によるスマートメーター全国展開計画が見直され、2014年までに全需要家の35％、2016年までに70％、2018年までに100％の
導入目標を設定。
2009年、スマートメーターが全数設置完了。その後政府の施策により、2017年～2025年に第2世代スマートメーターの設置を計画。
政府規定により、2019年までに100%導入が求められている。2015年より本格展開開始、2017～2018年には270万台が設置される予定。
2013年に、全需要家の80％に導入されており、2016年には100％設置完了。
政府の施策により、2016年までに全需要家の2/3に設置済み。2020年には100％設置完了予定。
2017年、政府の施策によりスマートメーター導入を開始。2020年には100％の需要家に設置を目標としているが、そのうちサイトへのアクセ
ス不可：13％、設置拒否：2％を見込んでいる。
2012年、政府はスマートメーター導入の義務化を決定。2019年末までに全需要家の70%以上設置を目標。
CBA（Cost-Benefit Analysis：費用便益分析）を実施した結果、スマートメーターの導入計画策定を見送り。
スマートメーター導入に関する法的枠組みのもと、2020年までに全需要家100％に普及させる計画
2014年の政府スマートメーター導入計画によると、2020年までに需要家の80％に導入を目標としたものの、2024年までに延長される見込み。
スマートメーター設置の法的な義務付けはない。2010年にEDP社によるパイロットプロジェクトを実施。2016年末までにスマートメーター
20万台以上の設置を見込む。全600万世帯を対象とした導入目標については今後検討が行われる予定。

出所：・USmartConsumer,”European Smart Metering Landscape Report (2016)
・DECC、Smart Meters Quarterly Report to end September 2017, Great Britain よりMRI作成
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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欧米におけるデータ利活用への取り組み・潮流
 データ利活用市場では、Google,Apple,Facebook,Amazonのような米系データプラットフォーマーが台頭。
 データプラットフォーマーは、無料サービスを誘引に収集したパーソナルデータを用いた広告・マーケティング事業で
、大きな収益をあげている。パーソナルデータはこうしたプラットフォーマーに囲い込まれていく方向。
 一方、欧州ではデータプラットフォーマーによるデータ独占に対する警戒感が強く、EUは一般データ保護規則（
GDPR:General Data Protection Regulation）において、自身のデータに対する個人の所有権を強化し、自ら
の意思に基づくデータの利活用を可能にするため、「データポータビリティ権」を規定（2018年5月施行）
GDPR 20条－The Right to Data Portability
データ対象者は、自らが提供した個人データを「構造化された、共通に用いられる機械判読可能な形式」で
①受け取ること、②他の管理者に移行する権利を有する。
各国のデータポータビリティに関する取り組み

英国

・消費者が民間企業の持つ自分の個人データに自由にアクセスできるようにし、必要に応じ第三者企
業に提供できる仕組み（midata）を官民協働で実施。

仏国

・政府や民間企業が保有する個人データを、データ主体の意思でパーソナルデータストアに預け、その
利活用をデータ主体がコントロールできるようにするプロジェクト（MesInfos）を実施。政府からの補
助金あり。

米国

・オバマ政権におけるOpen Government National Action Plan一環として、Green Button
（電力・エネルギー）、Blue Button（医療）、MyData Initiative（教育）を推進。
・銀行、証券、保険、クレジットカード等の金融機関等からデータを取得し、個人ユーザーにアカウント
アグリゲーションの基本機能のサービスを提供。

出所：内閣府「IoT進展に立ちはだかる中期的課題への 新たなアプローチ」（2016.12）等より、MRI作成
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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Ⅱ．電気事業における他のデータ活用に関する調査・分析

78

発電部門におけるデータ活用

東芝：火力最経済運用システム

 東京電力FPに対して、最大100台の発電機群の運転状態を決める大規模な最適化計算を実用的な時間
で解けるアルゴリズムを開発し、「最経済運用システム」として同社に提供。
 全体の燃料コストが最小になるよう、火力発電機の起動／停止、出力変化等の運用に際して、各発電機の
性能や制約に関する情報を取り入れながら発電計画を作成。

出所：東芝、「電力システム改革に対応した火力発電計画作成システムについて」
（https://www.toshiba-energy.com/info/info2016_1026.htm）
2018年2月27日閲覧

Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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発電部門におけるデータ活用

中部電力・NEC：火力発電における運転支援サービス事業

 火力発電設備の大量の運転データを基に、設備故障の予兆の監視や、発電効率低下および設備故障の要
因分析を行い、火力発電所の運転を高度化。
 火力発電所の運転・保守に係る大量のデータ（ビックデータ）や運転保守技術と、NECのインバリアント分析
技術（※1）、要因分析技術（※2）、および中部電力・NECが共同開発した異常検知・分析モデル等を
活用して、設備故障の予兆監視や、発電効率の低下および設備故障の要因分析を実施。
※1 大量に収集したセンサデータの中に埋もれている、シス
テムの特徴を表す普遍的な関係性（インバリアント）を、
対象プラント・システムのドメイン知識に頼らずに自動的、
かつ網羅的に抽出して、モデル化。モデルと一致しない「い
つもと違う」挙動をサイレント障害として検知する技術。
※2 設備機器などから得られる大量データから、効率低下
や故障など品質の悪化要因を分析する技術。

出所：中部電力・ＮＥＣ、「火力発電における運転支援サービス事業の共同実施について」
（https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3260689_21432.html）2018年2月27日閲覧
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発電部門におけるデータ活用

Next Kraftwerke：VPP

 バイオマス/コージェネ/DR/太陽光発電/風力発電等の電源や、負荷設備をアグリゲートし、需給調整市場へ
の予備力提供及び、電力取引市場における電力取引によって収益を得る。
出力変動再生可能電源：
太陽光発電、風力発電

再生可能電源：
水力、コージェネ、バイオマス等

消費者：負荷調整を実施

「Next Box」と呼ばれる通信機能付コントローラ：
各電源に設置されデータ収集を行う
制御システム

出力調整用発電設備

インターフェース
協力企業

Power to heat：
余剰電力を熱に変換

周波数調整市場
卸取引市場

出所：Next Kraftwerke、「How our Virtual Power Plant works」
（https://www.next-kraftwerke.com/vpp/virtual-power-plant/virtual-power-plant-design）2018年2月27日閲覧
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送配電部門におけるデータ活用

早稲田大学・東京電力パワーグリッド

 配電損失電力最小化に向けた実証試験を開始
 東京電力の一部地域の配電網を用いて、配電損失電力が最小となる配電網構成のための最適な運用方法
の検討等を行う。

出所：東京電力パワーグリッド、「国内初、スマートグリッド実現に向けた配電網の電力損失最小化の実証試験開始について」
（http://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/press/2016/1277493_8622.html）2018年2月27日
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.
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送配電部門が保有するデータの利活用

落雷情報の一般公開

 一般送配電事業者（※）は、自社ウェブサイトを通じて、落雷位置情報を一般公開している。
（※）東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、九州電力 計7社（2018年2月21日現在）

 中国電力は、落雷情報データの処理結果もあわせて公開。
中国電力供給エリアにおける落雷情報の提供

中国電力供給エリアにおける落雷情報データの処理結果

（落雷回数カウント方法 ：60分間隔型、過去10年平均（2006年4月-2016年3月））

落雷回数カウント間隔を設定（60分間隔）し，その間隔内に連続して落雷が発生した場合には，最初
の一回のみをカウント し，その後の落雷はカウントしない。この回数処理を繰り返し行う。

出所：中国電力株式会社 「雷観測によるデータ処理について」
（http://www.energia.co.jp/lls/index.html）平成28年2月27日

出所：中国電力株式会社 「落雷観測によるデータ処理について」
（http://www.energia.co.jp/eneso/tech/seika/rakurai/index.html）平成28年2月27日
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送配電部門が保有するデータの利活用可能性

配電系統情報のオープン化

 配電系統へのPV連系（逆潮流）により、配電線の電圧上昇が問題になりつつある。
 技術的解決策として、SVC（無効電力補償装置）やセンサ開閉器の追設や、電圧監視・制御機能の高度
化等が考えられている。
 こうした取り組みについて、送配電事業者単独で解決するのではなく、問題の所在・実態を広く明らかにし、社
会全体で（ex.解決策を公募等）解決をめざすことが考えられる。
配電系統高度化の検討例

PV連系有りの場合における配電系統への影響

出所：一般社団法人電気共同研究会「配電自動化技術の高度化」（平成28年10月）

出所：一般社団法人電気共同研究会「配電自動化技術の高度化」（平成28年10月）
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