
令和2年7月

エネルギー計測データ報告サイト

利用手順書 ①試験計測編 Ver1.20

実績報告用



エネルギー計測データ報告サイト 利用手順書

＜ 目 次 ＞

１．はじめに

（１）エネルギー計測データ報告サイトについて

２．報告サイトへのログインとパスワード設定

（１）アクセス情報
（２）ログイン
（３）パスワード変更
（４）エネルギー計測データ報告サイトメニュー

3．CSVファイルを準備

（１）CSVファイルをPC上に準備する

4．CSVファイルの読み込み

（１）CSVファイルの読み込み

5．報告サイトの設定とアップロード

（１）計測区分設定（マッピング）とCSVファイルアップロード
（２）［アップロード］ボタンクリック後の画面
（３）エラー表示内容の確認

6．CSVファイルのアップロード状況確認

（１）アップロード状況確認
（２）ログアウト

7．よくあるご質問

8．問い合わせ先

1

・・・・・・・・・2

・・・・・・・・・2

・・・・・・・・・3

・・・・・・・・・3
・・・・・・・・・4
・・・・・・・・・5
・・・・・・・・・6

・・・・・・・・・10

・・・・・・・・・10

・・・・・・・・・13

・・・・・・・・・13

・・・・・・・・・15

・・・・・・・・・15
・・・・・・・・・21
・・・・・・・・・22

・・・・・・・・・23

・・・・・・・・・23
・・・・・・・・・24

・・・・・・・・・25

・・・・・・・・・30



エネルギー計測データ報告サイト 利用手順書

報告サイト

事
業
期
間

① エネルギー計測データ報告サイトとは

１．はじめに

（１）エネルギー計測データ報告サイトについて

2

一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下、「SII」という。）が執行するZEH補助事業のうち、
[ZEH＋の選択要件]で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した事業は、公募要領記載のとおり、
補助事業者が補助対象住宅に居住後、必要とされるエネルギー計測の実施をもって事業完了とします。

事業期間中にエネルギー計測装置（HEMS）による実測期間を、休日を含む３日間設け、実績報
告書の提出までに、エネルギー計測データをエネルギー計測データ報告サイト（以下、「報告サイト」
という。）にアップロードを行い、データ設定を行うことが要件となります。

報告サイトは、エネルギー計測装置（HEMS）による計測データをSIIへ報告するためのポータルサイト
になります。
補助事業者は、補助事業終了後２年間、エネルギー計測装置（HEMS）の計測項目に応じた1か
月分（１時間ごと）のエネルギー計測データを報告サイトにアップロードしてください。

② 「エネルギー計測データ」報告の流れ

本書では、下表で示す「①試験計測編」（赤枠部分）について説明します。

SII
補助事業者

（手続代行者）
説明
ページ

（
本
書
の
説
明
範
囲
）

①
試
験
計
測
編

②
定
期
報
告
編

ー

計
測
期
間

ＩＤ･仮ＰＷ受領

2.報告サイトへのログインとパスワード設定

ログイン情報をメール通知

試
験
計
測

※休日を含む
３日間

3.CSVファイル
を準備

事業完了

アップロード

HEMS

エネルギー計測データを
1か月分（1時間ごと）アップロード

CSV

CSV

報告サイト

4.CSVファイルの読み込み
5.報告サイトの設定と

アップロード

6.CSVファイルの
アップロード確認

審査

補助金交付
額の確定通知

実績報告

2.報告サイトへの
ログインと
パスワード設定

（P3～P6）

3.CSVファイルを
準備

（P10～P11）

4.CSVファイルの
読み込み

（P13～P14）

5.報告サイトの
設定と
アップロード

（P15～22）

6.CSVファイルの
アップロード確認

（P23～P24）
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https://zehtest.ems-opendata.jp/

（注）補助事業完了後にアクセスする画面と酷似しています。
アクセス先URLに誤りが無いか必ず確認してください。

① 実績報告時 アクセス先URL

ログインID
SIIよりメールで通知が届いた補助事業者（手続代行者がいる場合は手続代行
者）の電子メールアドレス（全て半角小文字）がログインIDとなります。

パスワード

SIIよりメールで仮パスワードを通知します。
報告サイトにログイン後、新パスワードを設定してください（P５参照）。

※ 自身が設定したパスワードを失念した場合、又は、仮パスワード有効期限が過
ぎてログインできない場合は、パスワード再発行（P９参照）を行ってください。

（１）アクセス情報

② ログイン情報（ログインID及び仮パスワード）について

3

２．報告サイトへのログインとパスワード設定

SIIより、報告サイトのアクセス先URLおよびログイン情報（ID/仮パスワード）をメールで通知します。
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4

（２）ログイン

［ログイン］ボタンを
クリック

① トップ画面よりログイン

トップ画面（https://zehtest.ems-opendata.jp/）にアクセスし、
以下画面が表示されたら、画面右側の［ログイン］ボタンをクリックしてください。

② アクセス情報を入力

ログイン画面にて、アクセス情報を入力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。
入力項目に「※」が付いている箇所は［入力必須］となります。

ログインID ・・・メールアドレス

パスワード ・・・メールにて届いた仮パスワード

アクセス情報を入力し、
［ログイン］ボタンを
クリック

１

１

２

２
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（３）パスワード変更

5

① 仮パスワード変更

初回ログイン時、または仮パスワード再発行後のログイン時は、パスワード変更画面が表示されます。
ログインID、仮パスワード、新しいパスワードを入力し、［変更］ボタンをクリックしてください。

１
ログインIDを入力

１

２

３

２
仮パスワードを入力

３
新パスワードを入力

② 新パスワードでログイン

パスワード変更が完了するとログイン画面に戻りますので、ログインIDと先ほど設定した新パスワードを入
力し、［ログイン］ボタンをクリックしてください。

５
ログインIDを入力

６
新パスワードを入力

７
[ログイン]ボタンをクリック

５

６

７

４ ４
［変更］ボタンをクリック
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（４）エネルギー計測データ報告サイトメニュー

① メニュー画面

［ログイン］ボタンをクリック後、エネルギー計測データ報告サイトメニュー画面が表示されます。

6

メニュー 内容 説明ページ

ＣＳＶファイルアップロード ＣＳＶファイルをアップロードできます。 Ｐ13～Ｐ22

アップロード状況確認
ＣＳＶファイルのアップロードによる報告が正常
に行われているか確認できます。

Ｐ23～P24
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【補足事項①】 報告サイト利用の留意事項

（A）推奨環境について

報告サイトの推奨環境は、 以下のPC環境にてインターネット接続が行えることが必須となります。
推奨環境以外での利用における問合せには対応できませんので、ご注意ください。

Microsoft社 Apple社

OS
Windows
（サポート対象期間内のOSに限る）

macOS
（サポート対象期間内のOSに限る）

ブラウザ
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11

Safari（最新の安定バージョン）

（B）サイト利用可能時間

本サイトの利用可能時間は 9:00 ～ 24:00 です。

※ 本サイトの利用中に利用可能時間を越えてしまった場合、又は、一定時間（60分間）操作を
行わなかった場合は、自動でログアウトされます。

※ ログアウトされた場合、作業内容が保存されない可能性がありますので、ご注意ください。

※ スマートフォンやタブレット（Android・iPhone・iPad等）には対応しておりません。

（C）イメージ画像について

本書には、入力画面等のイメージ画像を載せておりますが、お使いのPC環境により、文字の配置等が
実際の画面とイメージ画像で若干異なる箇所が生じることがあります。
また、イメージ画像は本書作成時点のものであり、実際の画面と異なる場合があります。
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［文字サイズ変更］ボタン
※初期値は［小］で、［中］→［大］の順に

文字が大きく表示されます。

（D）表示文字サイズ変更

画面上部の文字サイズ変更ボタン（［小］［中］［大］）で、Webページ上で表示される文字サ
イズを変更することができます。

（E）その他

ブラウザの［戻る］ボタンは使用しないでください。

https://zehtest-opendata.azurewebsites.net/

［戻る］ボタンを使用した場合、エラー（以下メッセージが表示）となり動作しなくなる場合があります。
（ログイン画面へ戻り、ログインし直す必要があります）

画面を戻る場合は、
[ログイン画面に戻る]または［メニュー画面に戻る］

ボタンをクリックしてください。
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【補足事項②】 パスワード再発行の手続きについて

１

［パスワードを忘れた方
はこちら］リンクをクリック

１

２

ログインID（登録メール
アドレス）を入力

２

３
［送信］ボタンをクリック

３

（A）ログイン画面

パスワード失念等によるパスワード再発行（パスワードリセット）を行う場合は、ログイン画面中、
［ログイン］ボタンの下にある［パスワードを忘れた方はこちら］をクリックしてください。

（B）仮パスワード発行

仮パスワード発行画面にて、ログインID（登録メールアドレス）を入力し、［送信］ボタンをクリックして
ください。
仮パスワードメールを受信後、Ｐ５「（３）パスワード変更」の操作を行ってください。
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３．CSVファイルを準備

（１）CSVファイルをPC上に準備する

条件 詳細

データ形式

「エネルギー計測データの例」に沿ったCSVデータ形式であること。

（注意）

●「エネルギー計測データの例」は、Ｐ12「補足事項③」を確認ください。

規定日数分のエネルギー計測データが1ファイルに書き出された
CSVファイル（無加工のローデータ）であること。

（注意）

●上記に適合するCSVファイルの準備方法（エネルギー計測装置からの書き出し
方法や、規定日数分の計測データが書き込まれているか等）は、HEMS機器
メーカーの問合せ窓口へ確認してください。

●HEMSメーカーが提供するCSVデータ出力ツール等により、規定報告日数分が
１ファイルにまとめられたCSVファイルは、「無加工のローデータ」扱いとなります。

アップロード対象のCSVファイルを準備する際、以下条件を必ずご確認のうえ、ご対応ください。

計測データの拡張子が「.csv」であることを確認してください。

「.xlsx」「.xls」の拡張子ではエラーとなりますので、注意してください。

○
×

1日目 2日目 3日目

3日分
計測データ

実績報告の際に提出するエネルギー計測
データは、実測期間は休日を含めて3日間
設け、計測データを１つのファイルにまとめ
て報告サイトにアップロードしてください。

一部のメーカー製HEMS機器をご使用の場
合、計測単位の設定に加え、個別の計測
データファイルを１つのファイルにまとめるこ
とが必要となります。

10
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条件 詳細

計測単位

1時間単位であること。

（注意）

●1時間単位以外の計測データでは報告できません。

計測期間

入居後より計測開始し、0時台から23時台までの24時間が計測された
休日を含む3日間あること。

（注意）

●入居前の計測データ（テスト計測等）で提出された場合は無効となり、
再計測が必要となります。

●計測データに欠損や不足が無いことを確認してください。

計測単位が１時間単位であることを確認してください。○

１日ごと、１ヶ月ごと、１年ごと
等はエラーとなります。
計測単位を確認してください。×

11
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（注意）

●18時より計測開始された場合は、当日18時～23時台のデータは報告対象外とみなされます。
計測開始から72時間ちょうどの計測データではなく、計測開始時の翌日0時より3日（72時間）
以上の計測を行ったCSVデータを提出してください。

●「４.CSVファイルの読み込み」（P13～P14）および「５.報告サイトの設定とアップロード」
（P15～P22）で正しい設定を行ったにもかかわらず、アップロード後にエラー表示される場合は、
ローデータ内にデータ欠損等が無いか、詳細確認を行ってください。

■ SIIホームページに掲載の「エネルギー計測データの例」より抜粋

【補足事項③】 エネルギー計測データの例

12

報告サイトは、 SIIホームページ内「エネルギー計測データのイメージ」及び「エネルギー計測データの例」
に準じたデータがアップロード可能となるよう作成されています。

※ 1日の報告単位を「00時台～23時台」と認識するよう設定しています。

「エネルギー計測データのイメージ」では、
00時台から計測されたローデータを例としております。
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４．CSVファイルの読み込み

（１）CSVファイルの読み込み

① 「CSVファイルアップロード」のリンクより遷移

「エネルギー計測データ報告サイトメニュー」画面にて［CSVファイルアップロード］リンクをクリックしてくださ
い。

１

［CSVファイルアップロー
ド］をクリック

１

② CSVファイル選択

「CSVファイル選択」項目右側［参照．．．］ボタンをクリックしてください。

２

［参照．．．］をクリッ
ク

２



エネルギー計測データ報告サイト 利用手順書

14

③ アップロードするファイルの選択

「アップロードするファイルの選択」ポップアップが表示されるので、PC内に保存した対象のCSVファイルを
選択したのち、［開く］ボタンをクリックしてください。

１ 対象のCSVファイルを選
択

１

（※上図は Windows PC 上の表示例）

２

［開く］ボタンをクリック

２

④ CSVファイルの読み込み

［事業者］欄には、 交付決定番号と補助事業者名が自動表示されます。
［機器メーカー名］に誤りがないことを確認し、［読込み］ボタンをクリックしてください。

交付決定番号と補助事
業者名が自動表示

3

3

4

5

機器メーカーを確認

４

［読み込み］ボタンをク
リック

５

（注意）

手続代行者が複数の申請を兼務する場合は、
報告する補助事業者名をドロップダウンリストより選択してください。
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表示された［HEMSの項
目名］に該当する［報告
サイトの計測区分］を選
択

※全ての項目名に対し
実施してください。

１

全ての項目名について、
計測区分を選択（マッピ
ング）後、［アップロー
ド］ボタンをクリック

２

（注意）

電力計測対象の［HEMSの項目名］には、アップロードしたCSVファイル内の1行目もしくは
2行目（下図、赤色点線枠内）に記載されている内容がそのまま表示されます。
［HEMSの項目名］ごとの［報告サイトの計測区分］が判断できない場合は、HEMS
機器設定業者（施工会社（電気設備業者）もしくはHEMS機器メーカー）へ確認してください。

CSVファイルの中身（サンプル）
※ HEMS機器メーカーごとに表示が異なります。

５．報告サイトの設定とアップロード

（１）計測区分設定（マッピング）とCSVファイルアップロード

報告サイトにCSVファイルを読み込むと、HEMS機器側で設定した、電力計測対象の名称が
［HEMSの項目名］として表示されます。
［HEMSの項目名］に該当する［報告サイトの計測区分］をプルダウンリストより選択してください。
全ての計測区分を選択後、［アップロード］ボタンをクリックしてください。

※ 表示される［HEMSの項目名］は各事業者のエネルギー計測装置の設定により異なります。

※ ［報告サイトの計測区分］の設定については、P16～P20「補足資料④」を参照ください。

1

２
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【補足事項④】 ［報告サイトの計測区分］の設定について

［ZEH+の選択要件］で「❷高度エネルギーマネジメント」を選択した補助事業は、計測ポイントごとに
エネルギー計測することが要件となります。

（A）計測ポイントの要件（公募要領より抜粋）

機能区分 計測項目 必須要件

太陽光発電システム

発電量 ●

売電量※１ ●

電力量の計測・取得※２

系統からの買電量 ●

住宅全体の電力使用量 ●

暖冷房設備の電力使用量※３ ○

ヒートポンプ式給湯機の
給湯設備（エコキュート等）の電力使用量 ○

ガスコージェネレーションシステム
（エネファーム等）の発電量 ○

照明設備の電力使用量 ー

換気設備の電力使用量 ー

蓄電システム
充電力量 ○

放電力量 ○

電気自動車を活用した充電設備
（プラグインハイブリッド車を含む）

充電力量 ○

電気自動車を活用した充放電設備
（プラグインハイブリッド車を含む）

充電力量 ○

放電力量 ○

使用電力 計測・取得間隔※４ １時間以内 ●

データ蓄積期間※５※６

１時間以内の単位 １カ月以上 ●

１日以内の単位 １３カ月以上 ●
※１太陽光発電システムとガスコージェネレーションシステムによるダブル売電の場合は、太陽光発電システムの売

電量とガスコージェネレーションシステムの売電量の合算値でも可とします。
※２ 積算消費電力量（Wh）。
※３ 「主たる居室」に設置する暖冷房設備の電力量を計測できること。
※４ 積算消費電力量（Wh）の計測又は取得間隔。
※５ HEMS（エネルギー計測装置）により計測した所定時間単位の積算消費電力量データをHEMSコント

ローラ、あるいは関連する外部設備に蓄積し続けることができる期間。
※６ セキュリティ対策として、蓄積したデータの保護・保全ができること。

16
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（B）報告サイトにおける計測区分設定の考え方

HEMSの計測項目ごとに［報告サイトの計測区分］を正しく設定してください。

17

リビングエアコン

エコキュート

総使用量

報告者A
HEMSの計測項目

空調システム

ヒートポンプ用

使用電力量合計

報告者B
HEMSの計測項目

リビングエアコン 暖冷房

報告サイトの計測区分HEMSの計測項目

エコキュート

総使用量

給湯

電力使用量の合計

空調システム 暖冷房

報告サイトの計測区分

ヒートポンプ用

使用電力量合計

給湯

電力使用量の合計

報告サイトの計測区分
各事業者の

ＨＥＭＳの計測項目

HEMSの計測項目

を選択

を選択

を選択

を選択

を選択

を選択
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（C）計測区分の種類

HEMSの計測項目ごとに下表を参考に［報告サイトの計測区分］を設定してください。

18

電力回路区分
HEMSの

計測項目（例）
必須
設定

備考
報告サイトの
計測区分

太陽光発電システム

発電量、PV電力量 ●
太陽光発電システムの発電量。
※PVのPCSが２台以上ある場合は、P20を参照すること。

太陽光発電発電量

創蓄連系システム ○

パナソニック社製「創蓄連系システム」を採用した場合の
［太陽光発電発電量］に該当する項目に設定。
※創蓄パワコンが２台以上ある場合は、対象PV測定項目

の全てを設定すること。

創蓄パワコン

主幹売電、PV売電量 ●
太陽光発電やエネファーム等の発電電力量の内、電力会
社への売電量を出力する項目で設定。
※エネファームW売電の場合、この区分に含めてよい。

太陽光発電売電量

ガスコージェネレーションシステム
（エネファーム等）の発電量

燃料電池、
エネファーム発電 ○ エネファームの発電量。

エネファーム等
コジェネ発電量

系統からの買電量 主幹買電、買電力量 ● 電力会社から購入する電力量を示す項目で設定。 買電量

住宅全体の電力使用量
総消費電力量、
使用電力量 ● 住宅内の電力消費量の合計値。 電力使用量の合計

暖冷房設備
空調、子供室エアコン、
クーラー、AC、RC ●

エアコンやセントラル空調などの暖冷房設備の専用回路の
すべてに設定。
※エアコンが設置されていない場合でも、エアコン専用回路

を敷設した場合には、当該回路には「暖冷房」を設定し
てください。（この場合、計測値が「0」でも問題はありま
せん）

暖冷房

換気設備 換気 ○ 換気の専用回路に設定。 その他

照明設備 照明 ○ 照明の専用回路に設定。 その他

給湯設備

エコキュート、ヒートポンプ、
エコワン ○ エコキュート、ハイブリッド給湯機の場合に設定。 給湯

エコジョーズ、エネファーム ○
エコジョーズ、エネファーム給湯機で、機器用の専用回路を
取っている場合に設定。

その他

蓄電システム

蓄電池充電、充電力量 ○ 蓄電システムへ充電する電力量。
蓄電システム

（充電力量）

蓄電池放電、放電力量 ○ 蓄電システムから放電する電力量。
蓄電システム

（放電力量）

電気自動車を活用した充電設備
（プラグインハイブリッド車をづ組む）

EVコンセント、
電気自動車、
屋外200V充電用

○
EVまたはPHEVの充電設備、V2H充電設備（充放電設
備）の充電力量。（充電用コンセントの設置のみで使用さ
れていない場合は、計測値が 「0」でも問題はありません）

EV等
（充電力量）

電気自動車を活用した充放電設備
（プラグインハイブリッド車をづ組む）

電気自動車、
屋外200V充放電用 ○

EVまたはPHEVのV2H充電設備（充放電設備）の
放電力量。

EV等
（放電力量）

その他の分岐回路 右記に示す分岐回路 ○
各部屋の回路、温水便座、食洗機、IHヒーター、洗濯機、
電子レンジ、屋外コンセント、等々の（専用）回路、その
他計測値の記録のある回路。

その他

分電盤の予備回路や
使用しない回路

予備回路、未設定、
ガス使用量、温度、
売電金額

○

基本的に該当する項目の計測データは「０」「-」「（空
白）」となる。
ガス・水道の計測量、その他金額や天候情報も出力される
HEMSでは、それら項目にも本区分を設定。

◆未使用◆

太陽光発電の
自家消費電力使用量

ー ー
使用しない
（該当する項目があっても設定しないこと）

◆未使用◆

凡例 ●：必須設定 ○：計測対象設備設置の場合は、必須
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（D）計測区分の設定イメージ

「CSVファイル設定項目」に表示された［HEMSの項目名］ごとに［報告サイトの計測区分］をプルダ
ウンリストより設定してください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

番号が赤字の計測区分については、対象の測定項目がある
場合は設定必須となります。

（⑥はエネルギー計測されている場合は極力設定、
⑩は設定しないでください）

19
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HEMSの
計測項目名

報告サイトの
計測区分

①リビング・ダイニング その他

②空調リビング 暖冷房

③キッチン その他

④電子レンジ その他

⑤食洗器 その他

⑥家電用 その他

LDK合計※ ◆未使用◆

（E）計測区分選択の注意事項

① 電力使用量の合計

分岐回路の項目以外に、HEMS独自の集計項目がある場合は、データの重複を防ぐため
[◆未使用◆]を設定してください。

※ ①～⑥をまとめた計測項目

データの二重カウントを防ぐため
「◆未使用◆」を設定する。

② 太陽光発電発電量

パワコンが２台以上設置され、パワコンごとに発電量を計測する場合、以下に注意してください。

計測項目例）
PV発電量1

計測項目例）
PV発電量2

計測項目例）
PV発電量合計

電力会社

売電メーター

※PV発電量＝PV発電量1＋PV発電量2

パワコン①

パワコン②

PV①

PV②

HEMSの
計測項目名

報告サイトの
計測区分

PV発電量合計 太陽光発電発電量

PV発電量1 ◆未使用◆

PV発電量2 ◆未使用◆

HEMSの
計測項目名

報告サイトの
計測区分

PV発電量合計 太陽光発電発電量

PV発電量1 太陽光発電発電量

PV発電量2 太陽光発電発電量

○ ×正しい計測区分設定の例
誤った計測区分設定の例
（太陽光発電発電量が二重カウント）

20
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（２）［アップロード］ボタンクリック後の画面

● アップロードを実行すると、「ファイルアップロード中…」と画面に表示され、アップロード処理が実行され
ます。

※ 「ファイルアップロード中…」画面の時は、ブラウザを閉じずに待機してください。
（数分かかることがあります）

● エラーが見つからなかった場合、ファイルの正式アップロードが完了し、「アップロードに成功しました。」と
画面に表示されます。

● データチェックによりエラーが検知された場合、以下表示の後、設定項目欄の右側にエラー内容が表
示されます。検知される可能性があるエラーの内容については、次頁を参照ください。
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22

（３）エラー表示内容の確認

アップロードされたデータに不備がある場合は、エラーが表示されます。以下【エラー表示凡例】を確認し
てください。また、P13～P15までの手順に誤りが無いか確認してください。

画面上には、エラーがある旨の告知と、
その詳細情報が表示されます。

【エラー表示凡例】

● 報告データ内の特定項目（1項目以上）に測定記録が無い（欠損が生じている）場合。

● 報告データ内の特定時間において測定記録が無い（欠損が生じている）場合。

● 1時間ごとの計測データとは異なるデータをアップロードしている場合
（30分単位・1日単位等の計測データや、文字列や金額等の値は報告対象外のため無効とされます）

※ エラーが解決できない場合は、SIIへ問い合せし、操作内容とエラー内容を正確にお伝えください。
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６．CSVファイルのアップロード状況確認

（１）アップロード状況確認

報告サイトでは、計測データのアップロード状況を月単位で判定します。
報告サイトメニュー画面の［アップロード状況確認］をクリックすると以下凡例が表示されますので、
CSVファイルのアップロード状況を確認してください。

凡例 内容

報告（アップロード）が正常に完了しています。

報告（アップロード）した対象の「計測データ」が正常なファイルではない、もしくは報告
（アップロード）が未実施の場合に表示されます。

報告（アップロード）した対象の「計測データ」のうち、特定の日付または時間において欠
損箇所が存在します。
正しいデータをアップロードしているか、計測区分設定に誤りがないか、確認してください。

● アップロード状況：凡例

23

環境○○

１

［アップロード状況確
認］をクリック

１

２

アップロード状況を確認

※試験計測月以外は、
「ー（ハイフン）」で表
示されます。

２
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（２）ログアウト

画面上部の［ログアウト］ボタンをクリックすると、ログアウトすることができます。
ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。

24

［ログアウト］ボタン
※ログイン後のページ全てに表示されます。
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７．よくあるご質問

Q１

Ａ１

計測データアップロード時に計測区分の設定（マッピング）をどのように行ったか確認したい。

エネルギー計測データ報告サイトメニューの[CSVファイルアップロード]より、報告対象の計測データ
を再読み込みすることで確認できます。
なお、確認後は、［アップロード］をクリックせずに画面右上の[ログアウト]ボタンをクリックしてくださ
い。

Q２

Ａ２

計測区分の設定（マッピング）に誤りがあった場合、修正することは可能ですか。

下記の手順で修正が可能です。

25

＜手順①＞

●［アップロード］ボタンをクリック後、「計測区分の変更を
行いますか？」とポップアップが表示されるので、

［OK］ボタンをクリックしてください。

報告サイトにログイン後、エネルギー計測データ報
告サイトメニューの[CSVファイルアップロード]をク
リック。

＜手順②＞

報告対象の計測データを再読み込み。

＜手順③＞

表示された「CSVファイル設定項目」の該当する
計測項目を修正。

＜手順④＞

[アップロード]ボタンをクリックすることで、
修正完了。
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Q３

Ａ３

CSVファイルの再アップロード方法を教えてください、

報告サイトメニュー画面の［アップロード状況確認］をクリックすると以下画面が表示されますので、
CSVファイルのアップロード状況を確認してください。

26

● アップロード状況ごとの再アップロード対応について

凡例 内容

次頁の手順により再アップロードが可能です。

CSVデータの再アップロードが可能です。
P13～P15の手順で再アップロードを実施してください。

CSVデータの再アップロードが可能です。
P13～P15の手順で再アップロードを実施してください。
※ 直前にアップロードしたデータは上書きされます。
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＜手順①＞ 任意の１項目の［報告サイトの計測区分］を変更

修正前・後、いずれかのCSVデータを、P13～P15の手順で読み込ませた後、任意の1項目の「報告サ
イトの計測区分」を変更し、［アップロード］を実施してください。

任意の1項目の「計測区分」を変更

1

１

＜手順②＞ 修正後データの再アップロード

再アップロード用の修正後CSVデータを、P13～P15の手順で読み込ませた後、上記①で変更した「報
告サイトの計測区分」を正しい情報へ変更し、［アップロード］を実施してください。

①で変更した項目の「計測区分」を戻す

２

２
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Q４

Ａ４

暖冷房設備の計測区分設定（マッピング）をする際の注意点を教えてください。

計測区分の設定について、暖冷房消費電力の合算値が出力されている場合は、
［◆未使用◆］としてください。

① CSVデータの例

② 報告サイト（計測区分マッピング）

③ CSVデータ上で計測されている
項目別の計測に対し計測区分が設定されている

計測日時 洋室(1)
リビング
（主居室）
エアコン

洋室エア
コン

子供部屋
エアコン

トイレ用２

2018/10/9 9:00 0 81.63 0 0 13.17

分岐その
他 電力量

用途別(空
調) 電力
量

用途別(給
湯) 電力
量

11.61 81.63 0

暖冷房設備ごとの測定項目の他に、
暖冷房設備使用電力量の合算値出力がある

※主たる居室以外の暖冷房設備も設定する必要があります。

1 2

1

2

1

2
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合計値の項目は［◆未使用◆］にすること
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Q５

Ａ５

蓄電システムの計測区分設定（マッピング）をする際の注意点を教えてください。

蓄電システムが設置されている場合は、
蓄電システム充・放電力量の計測が必須となります。

計測日時
蓄電池充
電

蓄電池放
電

主幹買電 主幹売電

2018110107+0900 2 1 45 0

③ 「充電力量」「放電力量」それぞれに
計測区分が設定されている

蓄電システム充放電量の出力がある

① CSVデータの例

② 報告サイト（計測区分マッピング）

1

1

1
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８．問い合わせ先

30

問合せ内容 問合せ先

・エネルギー計測装置（HEMS）からCSVを
書き出す方法がわからない

・エネルギー計測装置（HEMS）から書き出し
たCSVのデータ形式、計測単位、計測期間に
不備がある

エネルギー計測装置（HEMS）
メーカー

・CSVの項目がどの機器の計測値を示している
かわからない

エネルギー計測装置（HEMS）
設置業者

・報告サイトの操作方法がわからない

・報告サイトのID・パスワードを忘れてしまった

一般社団法人環境共創イニシアチブ ZEH事務局

電話：03-5565-4081
（10時～17時 平日のみ）




