
 
 
 
 
 

 
 
 
 

（目的） 
○ エネルギーマネジメントによる省エネ・ピーク対策

を進める上で、複数の需要家を束ねて効率的にエネ
ルギー管理する事業者（アグリゲーター）の役割が
重要になっています。 

○しかしながら、最も小口需要家である一般家庭につ
いては、個々の需要規模が小さく、経済性に課題が
あるため、アグリゲーターの参入が進んでいません。 

○この解決策として、多数のＨＥＭＳ（※）を大規模な
情報基盤によってクラウド管理することで、一戸当
たりのコストが低減するとともに、電力利用に係る
ビッグデータの活用によりエネマネサービスの効
果・経済性が高まると期待されています。 

○本事業では、大規模なＨＥＭＳ情報基盤を構築し、
その標準化等を実施することで、家庭部門において
経済性の高いエネルギーマネジメントを実現します。 

○これにより、民間主導のよるＨＥＭＳ普及を加速化
し、省エネ・ピーク対策に貢献します。 

 

（※）ＨＥＭＳ：ホームエネルギーマネジメントシステム 
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○１万世帯程度にＨＥＭＳを導入し、これをクラウド
管理する情報基盤のシステムを構築します。 

○当該情報基盤を用いてエネルギーマネジメントを実
施する中で、データ処理やセキュリティ等の課題抽
出、対処を通じて、システムの標準化を進めます。 

○また、消費者の実際の声を反映したプライバシー上
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