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急展開するエネルギー分野のブロックチェーン
第 1回 世界の事例から見るエネルギー +ブロックチェーンの全体像

DistribuTECH2018レ ポート

加速するDER(分散型エネルギー源)のグリッドヘの取り込みの流れ
ハードウェアからソフトウェアヘの移行が活発化

MWC2018でアピールされた「SDGs」 (持続可能な開発目標)

5Gモバイル技術が目標達成のために大きな役割

FCV向け水素ステーションの本格整備を目的に町HyM」 (ジェイハイム)を設立

Editor's Note&次号予告
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急展開するエネルギー分野のブロックチェーン
一 第 1回 世界の事例から見るエネルギー+ブロックチエーンの全体像一

大 串 康 彦 株式会社エポカ 代表取締役

最近、AIや loTと並んで、「○○をブロックチェーン (Blockchain)注
1で

」とぃうニユースが後を絶たない。エネルギー分野も

例外ではなく、昨年 (2017年 )から動きが加速しているように見える。本連載では4回にわたり、エネルギー分野におけるブ

ロックチェーンの応用について取り上げる。

第 1回 は、エネルギー分野でのブロックチェーンの応用の世界的な状況、全体感や背景、ブロックチェーンによつて期待さねる

効果などを説明する。第 2回以降では、電力取引プラットフォームや再エネ発電所資金調達プラットフオームなどの主要な事例

を、ビジネスとしての課題や展望も含め解説していく。ブロックチェーンがエネルギー分野で変革を起こせるのか、本当にビジ

ネスに使えるのかなど、読者がもつ疑問へのヒントとなれば幸いである。

▼注 1

ブロックチェーン技術は、厳

密に言えば「分散型台帳技術

(DLT:Distributed Ledger

Techno!ogy)」 の音S分集合

である (イ ンプレス刊 杉井

靖典「いちばんやさしいブロッ

クチェーンの教本」、p16)。

本記事では「ブロックチエー

ン」という用語が広く使われて

いることを考慮して、両者の区

別をせず「ブロックチェーン」

に統一する。

▼注2

P2P:端末同士の対等通信方

式。参カロ者間で直接。本目対で

取引を行うこと。

▼注3

クラ ウドフアンデイング

(Crovvdfunding):CroⅥ′d

(群衆)と資金調達 (Funding)

を組み合わせた造語。不特定

多数の人がインターネット経由

で、他の人々や組織に資金の

提供や協力などを行うこと。

世界中で起こつている

エネルギー+ブロックチエーンの

プロジェクト

(1)エネルギー分野ではすでに50以上が

2018年 3月 現在、エネルギー分野でブロッ

クチェーンを使ったプロジェクトを実施ま

たは計画している会社は、スター トアップ

(急成長を目指す新興企業)を 中心に50以上

ある。これらをカテゴリー別に表 1に まと

め、国別にまとめたものを図 1に示す。

〔2〕 第 1位は

電力取引プラットフォームヘの応用

ブロックチェーンのエネルギー分野での

応用事例として、最も多いのが電力取引プ

ラットフオームであり、少なくとも28の事例

が確認されている。これらの事例は卸売電力

を対象にしたものも含むが、ほとんどが需要

家間での電力取引、P2P(Peer‐ to―Peer)注
2

による取引を可能にするプラットフオーム

である。

その背景となるのが、世界的な再生可能エ

ネルギー設備 (特 に太陽光発電)の低廉化お

よび普及増大、また固定価格買取制度 (FIT)

あるいはFITと 同等の導入支援策の縮小で

ある。

太陽光発電設備の価格が下がり、家庭や事

業者にとって太陽光発電設備導入のハー ド

ルが下がってきた。一方、導入支援策の打ち

切 りや縮小によって、太陽光発電で発電した

余剰電力は安い価格でしか電力会社に売電

できなくなっている。太陽光発電のオーナー

にとっては、余剰電力は電力会社に安く買い

叩かれるよりも、家族や友人の住む地域で

シェアしたり、妥当な価格で使ってもらいた

いだろう。これを実現するのが電力取引プ

ラットフオームである。その詳細は第2回以

降で紹介する。

〔3〕 第 2位は資金調達および

取引プラットフォームに応用

応用事例の中で電力取引プラットフオー

ムの次に多いのが、再生可能エネルギー (以

下、再エネと表記)発電設備建設のための資

金調達 。投資プラットフオームであり、7事

例が確認されている。

これは、クラウドフアンディング
注3の

手法

を取り入れ、再エネ発電所建設のための資金

を広く集め、発電所建設後は出資者に発電で

得られる利益を還元したり、プロジエクトに

よっては提供された資金と引き換えに発行

した トークン (仮想通貨)で電気を購入でき

16 APR2018 ξ艦貿GrFdコ =ズレター
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▼ 注 5

https:〃 www.joindrift.

com/

▼ 注6

トランザクティブ・エネルギー

(¬「ransactive Energy):

取引可能エネルギー。loTや

GoT(Grid of Things、 あら

ゆるものをつなぐ電力網)に

よつて、消費者側に散在する

分散電源をブロックチェーン

で連携させ、電力会社などと

電気を取引 (売買)す るだけ

でなく、同時に、隣の消費者

同士が互いに電気を融通 (取

引)す る「取引可能 エネル

ギー」のこと。

▼ 注 7

https://gridplus.io/

▼ 注8

電力広域的運 営推進機 関

(OCCTO、  オ ク ト):Or―

ganization for Cross― re‐

gional Coordination of

Transmission Operators′

」APAN。 通称、広域機関とも

呼ばれる。改正電気事業法に

基づいて、電カシステム改革

の第 1段階として2015年 4

月 1日 に、全国規模で電力の

需給調整の機能を強化し、電

気の安定供給体制を強化す

ることを目的として発足した。

スイッチング支援システムと

は、電力自由化によつて需要者

(家庭等)が 電力会社 (小売

電気事業者)を切り替え (ス

イッチング」)する際に支援す

るシステムのこと。

▼ 注 9

2018年 2月 2日 付 プ レス

リ リ ー ス、httpプ /www.
electronoorg・ uk/media.

html#press_releases

▼注10

httpsプ /www.tennet.eu/

news/detail/europes―

lrst― blockchain― proieCt―

to―sta b‖ ize‐the― power―

grid― launches―tennet―

and¨ sonnen―expect― res/

▼注 11

https://vv17v w.eneres.co.

jp/news/release/2017

0531.html

18 APR 2018覇畿 Grrdニュブレ″ https://sgforu m.im press.co.j p/sg nl/
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をもち流通することで、太陽光発電をさらに

普及させるための追加的なインセンティブ

となることを目指している。

(5〕 その他の事例

そのほかにも事例は多岐にわたる。

(1)米国 Dri貴 (ド リフ ト)社

米国のDrift社 は、電力自由化が起こった

ニューヨーク州で、AI、 予測技術、高頻度

な市場取引を駆使し、再エネ由来の電気を、

通常の電気と同等な価格で家庭や小規模事

業者の需要家に提供することを目指してい

る。この中でブロックチェーンのような台帳

を使用するという
注5。

(2)米国 Grid十 (グ リッドプラス)社

同じく米国のGrid+社 も、スマー トエー

ジェントという装置を通じて自動取引や顧

客負荷の市1御 を行い、自由化市場で トランザ

クティブエネルギー(Transactive Energy、

取引可能エネルギー)注
6の

実現を目指す。

サービス開始は2018年 第2四半期を予定し

ているが、長期的にはP2P取引も視野に入

れている
注フ

。

(3)英国 巨lectron(エ レク トロン)社

英国のElectron社 は、ブロックチェーン

技術 を使用 したメー ター登録 プラ ッ ト

フォームを提供 している(日 本の電力広域的

運営推進機関
注8が

運用するスイッチング支

援システムと類似のシステムと推測する)。

この技術によって顧客が小売電気事業者・ガ

ス小売事業者を切 り替える際の時間を大幅

に短縮できるという。

また同社は、フレキシビリテイ (変動型再

エネの普及に伴う需給調整手法 。手段)の取

引の検討のために、2018年 2月 、9社のメン

バーおよび2社の支援会社 (シーメンス・ナ

ショナルグリッド)と コンソーシアムを組織

した
注9。

(4)ドイツSonnen(ゾ ネン)社と

丁enneT(テ ネット)

ドイツの蓄電池メーカー Sonnen社 と送

電ネットワーク運営会社TenneTは、系統

(電カシステム)に接続された家庭用小型蓄

電池を使用し、再エネの出力抑制を緩和する

システムをブロックチェーンを用いて構築

し、6カ 月の実証実験を2017年 11月 から開

図2 ブロツクチェーンを活用したデマンドレスポンス実証

赫日
宅内機器

▼   : 電潔耐]れ知

模授    鬱 実施

出所 株式会社エナリス提供、httpsノ /www eneres.cojp/news/release/20170609.html
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なぜブロックチェーンなのか、

ブロックチェーンでなければ

できないのか

それでは、なぜブロックチェーンが使われ

るのか、また、従来の技術ではこれらのサー

ビスは提供できなかったのか、という疑間が

生じる。各用途でのブロックチェーンの詳し

い利用方法は第2回以降の記事で触れるが、

共通している事項として次のことが挙げら

れる。

〔1〕 不正改ざんなく保存・流通 。移転する

仕組みであること

プロックチェーン技術は、コンピュータ

ネットワークを使い、デジタル化した価値や

資産 (ア セット)を 不正改ざんなく保存・流

通・移転する仕組みであり、その応用が開発

されている。信頼できる計測器で計測 した

データを記録すれば、不正改ざんされること

なくデータを保存することができる。

例えば、前述のカウラ株式会社の事例で

は、EVバ ッテリーのイ大態データをブロック

チェーンに書き込むことで記録が保存され、

そのデータに基づいて行った残存価値の把

握や予測の信頼性を向上させることができ

る。

各電力取引プラットフォームでは、信頼で

きる計測器で計測 した電カデータをもとに

取引を行うが、取引記録は改ざんできず、検

証可能である。

〔2)電力取引を効率的 。経済的に

行うことが可能

P2P電力取引 (ト ランザクティブ・エネル

ギー)は ブロックチェーンを使わなくても原

理的には可能である。日本では、一般送配電

事業者が、スマー トメーターおよび従来のア

ナログメーターか ら需要家の電力消費量

データおよび太陽光発電の発電電力量デー

タを収集し、課金請求のために各顧客が契約

する小売事業者に送る仕組みになっている。

このシステムの中で発電と消費をマッチ

ングさせ取引する仕組みを作ることは不可

能ではないだろう。しかし、L03 Energy社

(米 国)、 Power Ledger社 (オ ース トラリ

ア)、 Grid+社 (米国)の資料を読む限り、ブ

ロックチェーンを使用することによって、取

引を効率的。経済的に行うことができると考

えられていることがわかる
注18。

再エネ発電所の資金調達も従来のクラウ

ドファンディングで行うことができる。しか

し、資金調達時に投資家が提供 した資金と引

換に発行した トークンを、のちに電力取引に

使 うなどの仕組みは、仮想通貨と同じくブ

ロックチェーンならではのものである。

ICOとエネルギー分野の

ブロックチェーン・プロジェクト

最後に、昨年 (2017年 )か ら話題になって
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