
情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

ブロックチェーンを利用した電力取引情報のプライバシーを
保護する手法の提案

ZHUOWEI DENG1,a) 金子 晃介2,b) 櫻井 幸一1,c)

概要：バーチャルパワープラント (VPP)による電力配信の仕組みにブロックチェーン技術を基盤とした

スマートコントラクトを導入することで，生成した電力と仮想通貨の当事者間での取引が実現できるよう

になる．しかしながら，ブロックチェーンに保存されたデータはユーザーの誰にでも閲覧可能であり，電

力取引に関する情報が悪用される懸念がある．ユーザーのプライバシーを保護するための方法として，ブ

ロックチェーンにデータのメタデータなどを保存し，実際のデータは秘密鍵を利用して暗号化した上で別

のデータベースに保存する方法が提案されている．この方法では，ユーザーのデータを閲覧したい場合は，

当該ユーザーに許可を得て公開鍵を受け取り，データベース内の当該ユーザーのデータを復号する．しか

しながら，この手法では，電力取引の内容を分析したい研究者などは，データの分析にあたり，各ユーザー

から公開鍵の受け渡しの許可を得るなどの複雑の認証手順を踏まなくてはいけない．そこで本論文では，

ブロックチェーン技術においてプライバシーを保護し，且つデータ分析にあたる認証手順を解消するため

に，秘密分散法を基盤とした秘密計算を導入する．本手法は，ユーザーが電力の取引情報を自己管理でき

る且つユーザーからの認証手順を必要とせずに，研究者がユーザーの情報を暗号化したままで分析可能に

なる VPPシステムを提案する．

キーワード：バーチャルパワープラント，ブロックチェーン，仮想通貨，プライバシー，秘密分散法，秘密
計算

Proposal of Privacy Protection of Electricity Transactions Information
on Blockchain
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Abstract: By implementing smart contract based on blockchain technology into a power distribution mech-
anism of Virtual Power Plant (VPP), users can generate electricity by themselves and use cryptocurrency to
trade on electricity. Since data saved in blockchain can be read by all users, private information is possible to
be used in malicious ways. Therefore, in order to protect privacy of users from malicious users, a method of
writing metadata, etc. into blockchain and saving original data encrypted by secret key into a new database
has been proposed. In this approach, anyone who wants to read the data has to ask for permission from users
and get the public key to decrypt the data. However, researchers who want to analyze the transaction data
need to get certification which may lead to complicated procedures. In this paper, to protect the privacy
in blockchain and cancel the certification in data analyses, secure multiparty computation based on secret
sharing will be implemented. By means of that, we will propose a VPP system that users can manage their
own information and researchers can analyze data without decryption.

Keywords: virtual power plant, blockchain, cryptocurrency, privacy, secret sharing, secure multiparty com-
putation

c⃝ 2020 Information Processing Society of Japan 1



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

1. はじめに

現代社会において，あらゆる分野でデジタル化が急激に

進んでおり，様々な先端テクノロジーが人々の日常生活を

次の段階へ運ぼうとしている．その中でも，近年大きな発

展を遂げている技術は，2008年にサトシ・ナカモトが提出

した仮想通貨ビットコイン [1]によって生まれた分散型台

帳，ブロックチェーン [2]である．

ブロックチェーンの特性である改竄耐性により，書き込

まれたデータを改竄することがほぼ不可能になる．また，

分散型特性により，中央集権機関の手を借りずに各ブロッ

クの管理を行うことができる．

そこで，分散型システムがもたらすメリットを日常生活

に実現したいと考えた我々は，従来の中央集権管理の電

力システムに存在する改善の可能性に気づき，ブロック

チェーン技術をスマートシティの電力システム，いわゆる

バーチャルパワープラント [3]に応用できるかどうかにつ

いて検討を始めた．ブロックチェーンの特性を活かせれ

ば，エリアごとに各家庭は自分で電力を生成し，仮想通貨

を通して電力の取引や交換などを行うことが可能であると

考えられる．

しかしながら，ブロックチェーンによる分散型システム

には，問題点が生じる．なぜなら，ブロックチェーンに保

存される内容は登録されたユーザーの誰にでも閲覧可能

であるため，その情報が悪用される懸念が存在している．

ユーザーのプライバシーを保護するための方法として，一

つはゲートウェイを用いてブロックチェーンに保存され

た情報へのアクセスを管理すること [4]．もう一つとして

は，ブロックチェーンにデータのメタデータなどだけを保

存し，実際のデータは秘密鍵を利用して暗号化した上で別

のデータベースに保存する手法が提案されている [5]．[5]

の手法では，ユーザーのデータを閲覧したい場合は，当該

ユーザーに許可を得て公開鍵を受け取り，データベース内

の当該ユーザーのデータを復号する手順になる．しかし，

この手法では，電力取引の内容を分析したい研究者などは，

データの分析にあたり，各ユーザーから公開鍵の受け渡し

の許可を得るなどの複雑の認証手順を踏まなくてはいけな

い．そこで我々は，ブロックチェーン技術においてプライ

バシーを保護し，且つデータ分析にあたる認証手順を解消

するため，秘密分散法を基盤とした秘密計算を導入する．

本論文では，ユーザーが電力の取引情報を自己管理できる

且つユーザーからの認証手順を必要とせずに，研究者が
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ユーザーの情報を暗号化したままで分析可能になる VPP

システムを提案する．

2. 関連研究

2.1 分散型システム

従来の電力システムは，中央集権管理で，人々が信頼で

きる電力会社と電力使用の契約を行い，使用した電力に

対し，相応の金額を払う仕組みである．しかし今後は，ス

マートシティの発展と共に，あらゆるものが分散型で自己

管理になる傾向があると見られる．

分散型管理システムを実現できれば得られるメリットと

しては，いくつかある [6]．一つとしては，システムが分散

しているため，一台一台にかける負担が少なくなる．その

上，たとえ部分的に故障しても，全体に及ぼす影響が少な

い．従来の中央集権管理システムと比較すれば，需要に応

じて個々の端末から変えられるので，その柔軟性は明らか

に高くなる．中央コンピューターに比べれば，個々の端末

に必要な費用も低い．

2.2 バーチャルパワープラント

分散型管理を組み込む電力システムは，バーチャルパ

ワープラント (VPP)と呼ばれている．バーチャルパワー

プラントは，環境の需給バランスをコントロールするため，

大規模発電所の代わりに，数多くの小規模発電設備を情報

理論で管理し，一つの発電所のように機能されることを示

している [6]．

2.2.1 アドバンテージ

そのようなシステムが持ち合わせるアドバンテージは，

主に四つがある [6][7]．

１）利便性

２）需給バランス

３）再生エネルギーの導入

４）電力需要の負荷標準化

５）電力損失の最小化

「利便性」においては，ユーザーは自分で電力を生成し，

使用することにより，自家の消費量と合わせて調整するこ

とができる．「需給バランス」には，各地域には消費する

電力量はそれぞれ異なるので，中央型電力システムは常に

それに合わせて需給バンラスを保たなければならないと同

時に，施設を運行管理するコストも少なくない．VPPに

よる新たなシステムがあらゆる要素に応じて各自自分のエ

リアに需給バランスを取ることが可能になる．「再生エネ

ルギーの導入」に関して，現在世界各地でもエネルギーが

ますます必要とされている．生成不安定な自然エネルギー

を集めて，余る量を持つユーザーと足りないと感じるユー

ザーの取引によって再生エネルギーを活用できると考えら

れる．「電力需要の負荷標準化」は，電力使用量がピーク

になる時期に，供給を保てるために常にピークの使用量に

c⃝ 2020 Information Processing Society of Japan 2



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

達する負荷を負わなければならないが，ピークではない時

期にコストの上昇と稼働率の低下が問題になっている背景

で，VPPシステムであればその負荷を調整することがで

きると考えられる．「電力損失の最小化」は，電力伝送距離

が比較的に長い中央管理機関がその過程でより多くのエネ

ルギーを損失しやすい現状に対して、エリアごとに動作す

る小規模発電設備の方がその損失を最小化することが可能

だと示している．

2.3 データレイクを利用したプライバシー保護

バーチャルパワープラント (VPP)にブロックチェーン

を応用したいとすれば，上文で紹介したように，ブロック

チェーンに保存されるデータは登録されたユーザーの誰に

でも閲覧可能であるため，その情報が悪用される恐れがあ

る．ユーザーのプライバシーを保護するため，更なる手法

を講じなければならない．そこで，Linnら [5]がデータレ

イクという別のデータベースを応用する手法を提案した．

データレイクは元々ヘルスケア領域で提案された手法で

ある．ブロックチェーンを用いて，ヘルスケアデータを保

存することで，最新の医療情報を効率的に共有することが

できるが，上記の理由から，元々敏感である医療情報が悪

用される可能性がある．情報を提供してくれるユーザーに

対して，プライバシーの侵害になりかねない．

Linnらは，ヘルスケアデータそのものをデータレイクに

保存し，ブロックチェーンにデータのメタデータなどだけ

を書き込む方法を考えた．

ユーザー自身で個人データの管理を行うべきという思想

を基に，ユーザーは各自公開鍵認証を持ち，自分のデータ

に対し，秘密鍵を用いて暗号化し，デジタル署名を加えて

データをブロックチェーンとデータレイクの２つの場所

に保存する．それぞれとしては，ブロックチェーンで各ブ

ロックに保存されるデータは，データレイクの中にある一

人のユーザーの全てのヘルスケアデータのカタログにな

る．一方，データそのものはデータレイクという別のデー

タベースに保存される．この全体を一つの図書館に例える

とすれば，一冊一冊の本には各のユーザーの全データが書

かれていて，本の目次は各ブロックに記録されている．

2.3.1 トランザクション

さらに，各ブロックにあるトランザクションは，下記の

五つの情報が含まれている．

１）ユーザーに対する識別子

２）ヘルスケアデータへのリンク

３）トランザクションが生成された時間

４）データのタイプ

５）メタデータ

「ユーザーに対する識別子」は，ユーザーが本人だと認

証する手段である．「ヘルスケアデータへのリンク」は，暗

号化された状態で，これを復号化したら得たリンクの先に

はユーザーがアクセスしたいデータがある．「トランザク

ションが生成された時間」は，いつ頃の情報によってデー

タの参考価値にも影響が出ると考えられる．そして，「デー

タのタイプ」と「メタデータ」も含まれている．この二つ

は，データへのアクセスにさらなる利便性を提供するタッ

グとして活用できる．

以上をベースに，ユーザー自身でデータのアクセスを管

理することができる．ユーザー自身は全てのデータをアク

セスすることができると共に，他のユーザーに書き及び読

みの権限を与えることと，それを排除することもできる．

当然、これまでのアクセス歴を閲覧することが可能である．

2.3.2 アドバンテージ

この手法において，ブロックチェーンを用いるアドバン

テージは主に三つある．１つ目は，ユーザー自身の管理に

より，ユーザーのプライバシーが保護される．２つ目は，

普通のデータベースより，ブロックチェーンは様々な分野

からのユーザーに対し，簡単に情報を共有する環境を提供

できる．世界範囲から情報を集めると，情報の一般性も保

障される．３つ目は，ブロックチェーンがもたらす分散型

管理によって，システムが部分的に故障しても，全体に及

ぼす影響も大きくならない．そのため，システム全体が長

く持続できる．

2.3.3 問題点

しかしながら，Linnらの手法は，データを全てデータレ

イクに保存しているため，データレイクのセキュリティや

プライバシーに対する保護を強化する必要がある．また，

電力取引情報を分析したい研究者にとって，鍵の受け渡し

の許可を得るためには，複雑な手続きを踏まなくてはいけ

ない．そこで，我々は秘密分散法を基盤とした秘密計算を

データレイクに加えようと考えた．

3. 秘密計算と秘密分散法

3.1 秘密計算

従来，データの安全性を保障するため，データを暗号化

することにより，秘密が守られる．また，暗号化された

データに対し，分析や計算したいとなれば，その暗号文を

一度復号化しなければならない．しかし，その復号化の過

程で，データが平文になり，悪意を持つ人に秘密を漏洩す

る可能性が高くなる．そこで，秘密計算という概念が現れ，

データを暗号化されたままの状態で計算できる仕組みを実

現した．

その秘密計算の中にも，大きく三つのタイプ [8]に分か

れている．

3.1.1 準同型暗号

準同型暗号とは，準同型性を有する暗号方式である [9]．

つまり，暗号文状態のままで平文の加算や乗算をできるよ

うになる．

鍵生成関数はペアーとなる公開鍵 pkと秘密鍵 skを生成
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する．Encは暗号化アルゴリズムで，Decは復号化アルゴ

リズムと仮定し，平文の aと bを暗号化アルゴリズムで暗

号化し，Enc(a)と Enc(b)を得る．

そこで，もし a+ bを計算したいとすれば，今までのよ

うに Enc(a)と Enc(b)を復号化する必要がなくなる．暗

号文 Enc(a)と Enc(b)を加算し，復号化してから a+ bの

答えが得られる (1)．

Dec(Enc(a) + Enc(b)) = a+ b (1)

3.1.2 Garbled Circuit

Garbled Circuitとは，第三者の介入を入らずに，二人

のユーザーはお互いの入力，x と y を知らずとも，共同

で f(x, y)を計算できるような暗号化プロトコルのことで

ある．

Gkikas[10]が紹介した Yao[11]が提案したアルゴリズム

について，論理回路 ORゲートを例として説明する．OR

ゲートには，二つの入力ワイヤと一つの出力ワイヤがある．

それぞれ x，yと z を命名する．

それをベースに，ユーザー Aが各ワイヤに対し，それぞ

れ 0と 1に関連している二つのランダム値を生成する．x

にとっては k0x と k1x が生成され，yと z には同じ原理で生

成される．

生成された k0x，k
1
x，k

0
y，k

1
y，k

0
z，k

1
z を暗号化するための

鍵と見なし，k0z，k1z を入力ワイヤの鍵を持って暗号化し，

Garbled Computation Table(GCT)[10]を作成する．

ユーザー Bはユーザー Aにもらった鍵で GCTの一部

の情報だけを復元することができ，その結果を再び Aに送

り返す．

以上をベースに、関数 f で秘密計算を行う際，論理回路

を関数 f のように立ち上げば良い．サーバ側 (B)は元の

データ xを知らずに f(x)を計算することができ，またそ

の結果をプロキシ側 (A)に送る．

3.1.3 秘密分散

秘密分散とは，データをいくつかの断片に分散し，アル

ゴリズムによって決められた断片を揃わない限り，データ

を復元することができない仕組みのことである．また，そ

の断片はシェアと呼ばれている [8]．

その原理は多項式の演算に基づいている．k − 1次の多

項式には，閾値 k組の値が対応して確定できれば，多項式

を決定することができる．例として，一次関数 (k− 1 = 1)

の方程式 y = ax + bの中に，aと bの数値を決めたいと

なれば，少なくとも二つの座標 (x1, y1)，(x2, y2)が必要に

なる．

言い換えれば，k − 1次の多項式には，k 組の値が持ち

合わせないとなれば，その正体を見分けすることができな

い．同様，秘密情報に Shamir[12]に提案された (k, n)閾値

秘密分散法を用いると，データは n(n > k)部分のシェア

に分かれ，少なくとも k個のシェアを集めないと秘密情報

の復元ができなくなる．

その秘密分散を基盤とした秘密計算は，以下のような過

程で示す [8]．

（１）ユーザーは自分のデータ xを分散し，各サーバ Si

にシェアの xi を送る．

（２）秘密計算に用いる関数 f を全てのサーバに送る．

（３）各サーバ Siはそれぞれのシェアを基に，関数 f を

用いて計算し，f(xi)を得られる．

（４）各サーバ Si は計算結果 f(xi)を集結する，

（５）集結された f(xi)から f(x)を復元する．

3.2 秘密分散法

上文に紹介したように，我々はデータベースに対する保

護を強化したい上に，研究者にとって複雑な手順を踏まず

に分析を行える環境を構築したいため，秘密計算を応用す

ることになった．しかしながら，秘密計算の三つのタイプ

の中，準同型暗号 [13]と Garbled Circuitには鍵による復

号作業が存在し，我々の考えと一致しないため，応用する

ことが難しいと見られる．

従って，セキュリティとプライバシーを保護しつつ，且

つ鍵の受け渡し手順が不要な秘密分散法は適切だと考え

至った．

4. VPPシステムの提案

本論文では，同じエリアに所属するユーザー同士が生成

した電力を基に，当事者間での仮想通貨による取引などを

行うことができる VPPシステムを提案する．ユーザーが

VPPシステムで電力取引を行えるため，自身や家族に関

する情報を登録しなければならない．ブロックチェーンに

そのような情報を書き込むには，システム上の全てのユー

ザーに情報を見られることになり，プライバシーの懸念が

存在しかねない．以下は，提案する VPPシステムにおけ

る電力取引の手順，システムに存在する情報またその情報

に対する保護策について説明する．

4.1 電力取引の手順

提案する VPPシステムにおいて，同じエリアに在住す

るユーザーを対象に一つのブロックチェーンネットワーク

を構築する．各ユーザーは電力の提供側と需要側のどちら

の一方，またはその両方になれる．同エリアで，ユーザー

はブロックチェーンに書き込まれた情報を基に，電力の取

引先を探すことができる．合意が達成した後に取引が成立

することになる．

4.2 VPPに保存される情報

ユーザーは取引を行うため，または電力の使用にあたり，

どのような情報を登録するべきか，どのような情報が保存

されるか，以下のように示す．
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１）ユーザー本名

２）具体的な住所

３）電話番号またはメールアドレスのような連絡先

４）リアルタイムで提供している電力価格と電力容量

５）使われていた電力量またはその時間帯

「ユーザー本名」に関して，実際の電力取引を行う際に，

実名化する必要があると考えられる．仮想通貨で想定され

ている取引とはいえ，実際の金銭問題や責任問題などのト

ラブルが発生した時に，実名化されてないと問題が深刻に

なりかねない．

「具体的な住所」には，ユーザー同士実名を了承したと

しても，果たしてこのユーザーは実在しているかどうかは，

まだ曖昧な部分が残っていて，それを疑問と抱いたユー

ザーのため，住所による確認は提供されるべきかと考えら

れる．

「電話番号またはメールアドレスによる連絡先」につい

て，取引がスムーズに進行されるための手段である．住所

が登録されているとはいえ，取引をする度に尋ねるには需

要側にとって不便であり，提供側にとっても望ましい手段

だと言い難い．最初の一回だけ対面で相談できれば，次回

以降の取引は連絡だけで済ませる．

「リアルタイムで提供している電力価格と電力容量」は

ユーザーが取引先を選択するため，必要不可欠な情報で

ある．

「使われていた電力量またはその時間帯」はトランザク

ション情報の一部として自動的に記録されるものであり，

また使用者自身がどのように電力を消費しているのかを知

る手段である．

図 1 電力取引手順 (Linn らの手法を基に)

4.3 保護すべきVPP情報

上文で紹介したように，VPPシステムに直接ブロック

チェーンを応用すると，電力取引情報が悪用される懸念が

あり，ユーザー自身が危険に晒される可能性が存在して

いる．

本名，住所または連絡先などの個人情報による危険性は

当然であるが，使われている電力量とその時間帯によって

は，ユーザーの 1日のスケジュールが推定されることが可

能で，それによってユーザーとその家族にはプライバシー

が侵害されかねない上に，身の安全すら保証できなくなる．

そのような懸念を防ぐため，我々はデータレイク [5]によ

る手法を VPPシステムに応用すると考えた．これにより，

以上で示した実際のデータは別のデータベースに移ること

になり，ブロックチェーンに書き込まれるのはメタデータ

などの情報だけで，以下のように示す．

１）ユーザー id

２）所在エリア

３）メールアドレス

４）平均的な電力容量と価格

図１で，ユーザー (Buyer)は最初にこのような情報を目

にし，取引を申し込みたいとなれば，メールアドレスで電

力提供側 (Provider)に連絡し，対面で許可を得て，もらっ

た鍵を使い，データベースに保存された暗号化された情報

を復号化し，リアルタイム的な情報を基に取引を行うこと

ができる．

図 2 VPP 上の秘密計算

4.4 VPP上の秘密計算

しかし，上記手法において，情報を閲覧するため，ユー

ザー本人から許可を貰わなければならない．電力消費など

の情報を分析に用いたいと考えてる研究者にとって，鍵の

受け渡しなどの手順を踏まなくてはいけない．データ分析

にさらなる利便性を提供しつつ，データ自体を秘密として

保護したいと思い，暗号化したままで演算可能で且つ鍵の

受け渡しを必要としない秘密分散法を基盤とした秘密計算

をデータレイクに応用すると考えた．

秘密分散法により，実際のデータはいくつかのサーバに

分散され，充分の数のシェアを揃わないと復元できないよ

うになっている．図２のように，研究者 (Researcher)たち

はデータそのものを触れずに，システムに演算の項目を依

頼すれば，サーバが自力で結果を出し，研究者たちに届く
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図 3 VPP データベース (暗号化される以前)

仕組みも可能になる．

では，実際の VPPシステムに応用すればどうなるのか

について，まず我々は Python環境で SQLiteのデータベー

スを作成し，ランダム関数を用いてユーザーの情報を生成

した．我々はユーザー id，ユーザー本名，所在地域，家庭

住所，メールアドレス，リアルタイムの電力容量または電

力価格を仮定し，図３のように，暗号化または分散化され

る以前のデータベースを示す．

秘密分散による秘密計算を用いて，以上の情報は分散さ

れ，暗号化される．これにより，ユーザーのプライバシー

が保護される．更にその中，分析に用いられる部分は電力

容量や電力価格などだと考えられる．

以上を基に，例として，研究者は以下のような分析項目

に注目する可能性がある．

１）エリアごとに，各時期における平均電力価格と平均

電力容量

２）エリアごとに，各時期における電力需要と供給

３）システム全体の上記パラメーター

４）天気，気温などの様々な要素による電力価格や容量

の変動

このような分析を行うことにより，研究者は VPPシス

テムにおける各エリア今後の運営に，さらに的確なアドバ

イスを提供することができ，先の研究にも大量な分析可能

なデータを蓄えることが可能になる．

また，研究者たちは鍵の受け渡しなどの手順を経由しせ

ず，データ自体も触れていないとはいえ，データ所有者の

ユーザーたちにインセンティブを提供する必要があると考

えられる．当システムとしては，データ利用の代わりに，

電力取引に用いられる仮想通貨の分配が望ましい．

4.5 セキュリティ性

4.5.1 四則演算の組み合わせ

神宮ら [14]が提案した秘密分散による秘密計算の手法の

中，sと aはそれぞれ秘密情報と乱数として扱われている．

高速演算を実現するため，乗算では一時的秘密情報 asを

復元することになる．また，加算により，aが一時的に知

られることが可能である．加算と乗算の組み合わせ計算に

なれば，秘密情報が漏洩される懸念が存在している．その

ため，常に aなどの乱数を新しく生成して秘密分散情報を

更新しなければならなくなる．既に負担が高い演算機能を

負っている以上，高速演算の代わりに更新作業が増えるこ

とが全体的にプラスとは言い難い．

4.5.2 大量演算

上記は高速演算を実現するため，解決しなければならな

い問題点ではあるが，他の演算手法においても，実は似た

ような危険性が秘めていると考えられる．なぜなら，秘密

計算が実装された以上，日々大量な演算が行われることに

なり，その大量の演算結果を集中すれば，元のデータを逆

算できる可能性も存在しかねない．簡単な例として，次の

二つの演算が行われるようでしたら：

x+ y = a (2)

2x+ y = b (3)

得た結果 aと bだけを基に，xをわかるようになる恐れ

がある．実際の演算ではそのように簡単に暴かれることが

ないと考えられるが，大量な演算結果が積み重ねば危険性

もまた増していく．

それは秘密計算の全体において解決すべき問題点であ

り，本提案においても，今後さらなる検討が必要である．

5. まとめ

ブロックチェーン技術を基盤としたバーチャルパワープ

ラント (VPP)システムは，ブロックチェーンの分散型特

性などにより，ユーザーの自己管理を実現しようとしてい

る．本論文では，それをベースに，秘密分散による秘密計

算を応用してプライバシーを保護し且つデータ分析に利便

性を提供できる手法を提案し，セキュリティに潜む問題点

について分析した．
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