


V0.16 

要約 ................................................................................................................................................. 2 

エグゼクティブ・サマリ ............................................................................................................... 3 

高度な IoT アーキテクチャ ............................................................................................................ 7 
概観 .................................................................................................................. 7 
従来型のモノのインターネットのアーキテクチャ ....................................................... 9 
新たな Blockchain of Things のアーキテクチャ............................................................ 10 
異種 IoT システムの相互運用性 ............................................................................. 13 

Catenis での IoT 確保：主要な攻撃ベクトルの分析 .................................................................... 14 
概観 ................................................................................................................ 14 
ネットワーク攻撃 .............................................................................................. 14 
アプリケーション・レイヤー攻撃 .......................................................................... 16 
認証攻撃 .......................................................................................................... 16 
物理的攻撃 ....................................................................................................... 17 

ビットコインの IoT 制約の打破 ................................................................................................... 18 
概観 ................................................................................................................ 18 
サイズを問わないデータ、ドキュメントおよび情報 .................................................. 18 
グローバル・オープン台帳（Global Open Ledger）の制御と許認可 ................................ 18 
一時的なトンネル & エンドツーエンドの暗号化 ....................................................... 19 
抜本的なスケーラビリティを伴う超高速度 .............................................................. 21 
急速な採用テクノロジー ..................................................................................... 23 
ビットコインベースのエッジネットワークに係るインテリジェント契約 ....................... 24 

IoT 2.0：POA（Proof of Authenticity：真正性証明） / POD（Proof of Delivery：納入証明） .... 24 
概観 ................................................................................................................ 24 
POA（Proof of Authenticity：真正性証明） ................................................................ 25 
POD（Proof of Delivery：納入証明） ........................................................................ 26 

IoT 2.0：世界に動力を付与するスマート資産 ............................................................................ 26 
概観 ................................................................................................................ 26 
Catenisのスマート資産のスマート契約能力 ............................................................. 26 
単なるアセットの表意を超えるもの ....................................................................... 27 

サードパーティ・アプリのための脱集約型プラットフォーム ................................................ 27 
概観 ................................................................................................................ 27 
潜在的なサードパーティ・アプリ .......................................................................... 28 
脱集約型の App Store および認証プログラム ............................................................ 29 

Economics of Blockchain of Things, Inc. ........................................................................................... 30 
概観 ................................................................................................................ 30 
BCOT トークン ................................................................................................... 30 
コスト構造 ....................................................................................................... 30 

付則 ................................................................................................................................................ 31 
柔軟で拡張可能な N層ソフトウェア・アーキテクチャ............................................... 31 
開発史と将来の作業 ........................................................................................... 32 



 
 

2 

 

要約 
 
モノのインターネット（IoT）は安全とは言えず、私たちはその改善を計画しています。 
 
Blockchain of Things, Inc. はビットコイン・ブロックチェーンにコード化された、使い勝手に
優れたウェブサービスレイヤーである Catenis Enterprise を正式発表することで IoT セキュリ
ティ問題の解決を図ろうと考えています。ウェブサービスレイヤーのアプローチを用いる

ことで高い適応性を持つ Catenis は、Ethereum、Hyperledger 等の数多くのブロックチェー
ンをサポートすることができます。Catenis はアクティブないくつかの法人クライアントと
のライブネットワーク（ベータ）です。 
 
本書では、最初に IoT セキュリティ脅威の性質およびエンタープライズ IoT 採用にあたって
解消すべき主なハードルを特徴付けます。続いて、従来の IoT インフラと比較した際のビ
ットコイン・ブロックチェーンのセキュリティ上の利点を浮き彫りにします。さらに、組

織による安全な IoT デバイス・コミュニケーション目的でのビットコイン・ブロックチェ
ーン使用を阻んできた障壁を詳述します。そして、Catenis Enterprise がこうした障壁を解消
しつつ、ビットコイン・ブロックチェーンのセキュリティと信頼性を駆使する仕組みを説

明します。最後に、Catenis 機能を拡張し従来の IoT の範囲を超越する用途をもたらす重要
な属性である、真の認証とスマート資産の概念を紹介します。 
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エグゼクティブ・サマリ 
 
モノのインターネット（IoT）は安全とは言えず、私たちはその改善を計画しています。 
 
IoT は安全ではありません：500を超える法人 IoT バイヤーを対象とする Bain スポンサード
の調査の結果、工業用 IoT 導入の加速化にあたっての 1 番の障壁がセキュリティ面の不十
分さであることが明らかになりました1。従来の IoT 市場を苦しめるセキュリティの懸念の
大部分は、IoT デバイス・コミュニケーションの集約型サーバーに依存する現状から来てい
ます。より具体的には、IoT の脆弱性は次の 3つのカテゴリーに分類することができます： 
¾ サービス妨害（DoS）攻撃：DoS 攻撃はミッションクリティカルの IoT 対応サービス
を無限に混乱に陥れることができます。 

¾ ハッキング： デバイス・スプーフィング、中間者攻撃、リプレイ・アタックといっ
た様々なハッキング行為は窃盗あるいはデバイスのハイジャックに発展する可能性

があります。 
¾ 監査能力の欠如：監査トレイルの欠如は、すなわち、デバイスの管理者が数か月ある
いは数年にわたって不正な侵入行為を認識しないままとなる可能性があることです。 

 
ビットコインは安全です：ビットコイン・ブロックチェーンは、最古にして最も多くの試

験で試行されてきた分散型台帳（distributed ledger）であり、中央障害点がないことを考慮
すると、こうしたセキュリティ問題を本質的に解決します。ビットコイン・ネットワーク

は多彩なハッキングや DoS 攻撃に対する耐性を証明してきたと同時に、台帳入力の不可逆
性を前提に、自らの監査能力を実証してきました。よって、管理者は、デバイスとビット

コインのアドレスの結合およびビットコイン・ブロックチェーンを利用しての当該アドレ

スへのメッセージ（例：コマンドおよびコントロールのシグナル）送信によって、安全に

起動して IoT デバイスとコミュニケーションを図ることが可能なのです。 
 
Catenis はビットコイン IoT 制約の限界を打破します：こういったセキュリティ面の利点に
かかわらず、ビットコイン・ブロックチェーンは IoT 目的での利用を妨げてきた数々の制
約を被っています。Catenis Enterprise はこうした障壁を克服し、ビットコインのセキュリテ
ィ面の利点を保持できるような形でそうしたことを実践します。なぜなら、Catenis はビッ
トコイン・ブロックチェーンにコード化されたウェブサービスレイヤーであるからです。

工業用 IoT 用途にあたって、ビットコイン・ブロックチェーンの制約および Catenis の対応
する重要な特長は以下の 6つのカテゴリーに分類することができます： 
  
¾ 80 バイトのサイズ制約：ビットコインのメッセージ・フィールドはわずか 80 バイ
トであり、制約されていて IoT デバイス同士の膨大な有意なデータのペイロードを
送信する能力に達していません。Catenis はこうした課題について、メッセージが種
別やサイズを問わないプログラミングコードやデータファイルを包含することがで

きるよう、サイズ制約を取り除くことで解決します。 
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¾ 許認可の欠如：IoT デバイスがパブリックのビットコイン・アドレスに接続されてい
る場合、接続先のアドレスが誰のメッセージでも受諾することから、不正な存在が

デバイスを有効化することが考えられます。Catenis はオープンのビットコイン・ブ
ロックチェーンにコード化されている許認可されたネットワークの創造を通じてこ

うした課題を解決します。 
¾ 暗号化の欠如：ビットコイン・ブロックチェーン経由で送信されるメッセージは、
暗号化されていないことから、世界中の誰でも見ることができます。Catenis はエン
ドツーエンドの暗号化を供与することでこうした課題を解消します。.セキュリティ
機能はそこで終わりではありません。なぜなら、同時に、Catenis は、システムが
IoT デバイスにメッセージを送信するたびに、デバイスに割り当てられる全く新しい
ビットコインのアドレスを使用するからです。このため、従前に使用されていたビ

ットコインのアドレスに送信されるメッセージは問題のデバイスには一切影響を及

ぼしません。このことは、メッセージが、瞬きするようなほんの一瞬しか存在しな

い一時的なトンネルを通り過ぎるにあたって、PFS（Perfect Forward Secrecy）2を徹

底します。また、不正な存在が関連メッセージを発見すべく分析を実施するのを阻

止します。 
¾ スピードとスケーリングの課題：ビットコインの確認時間は遅く、ブロックチェー
ンは公に知られているスケーリングの課題に苛まれています。Catenis は、瞬時かつ
スケーラブルなトランザクションの提供を可能とする、Lightning Network 同様の 2
番目のレイヤーファブリックとして実行することでこうした課題を解決します3。た

だし、Lightning Network とは異なり、Catenis が許認可されたネットワークであるこ
とから、取引先リスクを伴うことなく機能することができます。 

¾ CTO にとっての使用困難：大半の IT スタッフがブロックチェーンのプロトコルに精
通していないことから、ビットコイン・ブロックチェーンは使用が難しいと言えま

す。Catenis は顧客のためにウェブサービスレイヤーおよび使い勝手に優れた API を
作成することでこうした課題を解消します。 

¾ CEO にとっての管理困難：ビットコイン・ブロックチェーンは、多くの CFO が暗号
通貨の管理を経験していないため、一部の CFO にとって管理が困難であると考えら
れます。Catenis は秘密裏に必要な暗号通貨トランザクションを実施することでこう
した課題を解決します。その結果、法人クライアントの観点から暗号通貨は除去さ

れます。 
 
Catenis は POA（Proof of Authenticity：真正性証明）を促進します：Catenis の拡張型特長セ
ットは従来の IoT 範囲の枠にとどまらない用途を可能にします。これにより、真の認証の
システムが包含されます（すなわち、POA（proof of authenticity：真正性証明）。Catenis を
備えることで、現実世界の製品の真正性を追跡し、小売およびサプライチェーンの両方の

製品詐欺を軽減することが可能となります。これは、推定で年間$1.9 兆相当に達する問題
となっています。4 認証プロセスには 2つの鍵となる手順があります： 
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¾ 製品メーカーが COA（Certificate of Authenticity：真正性認証）を保持しているか確
認します：メーカーはブロックチェーンに対する COA（certificate of authenticity：真
正性認証）の暗号フィンガープリントをログし、製品メーカーが COA（certificate of 
authenticity：真正性認証）をログしたエンドポイントを保有する旨の独立した暗号
確認を可能とする参照 ID を再販者/顧客に提供することができます。 

¾ COA（Certificate of Authenticity：真正性認証）が本物であることを確認します：
Catenis は独立した暗号アイデンティティ認証を表示することができます。所定の
Catenis デバイス・エンドポイントの所有者は、適切なウェブサイトのドメイン、政
府登録またはサードパーティ認証へのアクセスあるいは係る所有権を実証すること

で自らのアイデンティティを証明することができます。以上の 2 つの手順が複合化
されることで、信頼に足りない POA（proof of authenticity：真正性証明）を特定して
サプライチェーンや小売環境における詐欺を軽減するのに役立てることができます。  

 
Catenis はカスタマイズ可能なスマート資産を可能にします：Catenis はクライアントにより
多くの事物をデジタル化する能力を与えることで従来の「モノのインターネット」の範囲

を超える能力を提供します。この目標は、顧客によるスマート資産の作成およびユーザー

間のその移転を可能にすることで成就されます。Catenis のスマート資産は Colored Coin 
Protocol（カラードコイン・プロトコル）のあらゆる強固な機能性とスマート契約能力を備
えています5が、次の 4つの重大な点ではいっそう強力です： 
 
¾ 実際のデジタル・ペイロードを送達するオプション： Catenis のスマート資産はその
メッセージング能力と結合し、実際のデジタル・ペイロードを送信すべく構成設定

可能ですが、これは、無関係の外部システム経由での要求が必須である、デジタル

資産が第三者の約束に裏付けされたペイロードの単なる表意であるところの数多く

のその他の暗号プロジェクトと対照的です。Catenis のスマート資産は実際のストッ
ク認証、自宅の権利証あるいはMP3 ファイルを送信すべく構成設定可能であること
から、実際のペイロードをとあるユーザーから他のユーザーに移転させることがで

きます。  
¾ デジタル・ペイロードを暗号化するオプション： Catenisのスマート資産とともに移
動するデジタル・ペイロードは目的先エンドポイントのパブリックキーにて暗号化

可能であるため、目的先エンドポイントのみがペイロードにアクセスすることがで

きます。このことは、ペイロードが暗号化されずに世界中に可視されるような暗号

プロジェクトと対照的です。 
¾ メッセージに反応するオプション： Catenisのスマート資産は他のエンドポイントか
らのメッセージに反応すべく、構成設定可能ですが、このことはデジタル資産が非

反応的であるような暗号プロジェクトと対照的です。例えば、Catenis 顧客はメッセ
ージ受領を条件に、スマート資産の自動創造と配布をプログラムすることができま

す。このことですが、Catenis がトークン販売を含む（ただし、必ずしもこれに限定
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されない）効率的で透明なデジタル資産の配布にあたってのプラットフォームにな

るのを可能にします。 
¾ 許認可されたネットワーク： Catenis は許認可されたネットワークであることから、
スマート資産は不正なエンドポイントからのメッセージには反応しません。このこ

とは、許認可能力を欠く暗号プロジェクトと対照的です。 
 
Catenis はサードパーティ・アプリケーションにとってのプラットフォームです：Catenis は、
基本的に、サードパーティのデベロッパーが、構成要素として、Catenis のコア機能性
（例：安全なメッセージング、スマート資産等）を用いてアプリケーションを構築するこ

とのできるプラットフォームです。当社は、サードパーティのプログラマーが将来の開発

努力に焦点を当てることのできるような数多くのカテゴリーの中の 4つを重要視します：: 
 
¾ IoT 確保にあたっての産業特有のアプリケーション：多様な産業および多彩なオペ
レーション要素は、様々な使用事例から、Catenis の安全な IoT 機能性を用いたいと
考えています：結果、サードパーティのデベロッパーは Catenis のセキュリティを活
用する産業特有のアプリケーションを構築して様々な IoT 市場のセグメントに注文
仕様のソリューションを供与することが可能です。 

¾ サービスとしてのハードウェア：Catenis は、スマート資産という形態のデジタルキ
ーが Catenis エンドポイントに結合された遠隔ハードウェアにおける機能性を解除し
うることから、「サービス」として、安全でブロックチェーン基盤の「ハードウェ

ア」を実現します。サードパーティのデベロッパーは多彩な産業を対象に、様々な

形でこうした機能性を駆使する産業特有のアプリケーションを構築し得ます。 
¾ チケットのマーケットプレイス：Catenis はスマート資産の本来の発行者が当該資産
の再販による手数料を得るのを可能にします（手数料ベースのスマート資産）。例

えば、コンサートチケットの発行者は、係るチケットが二次的マーケットプレイス

で再販される場合に手数料を得る可能性があります。サードパーティのデベロッパ

ーは、Catenis レイヤーを駆使するスマート資産意識にてチケットのマーケットプレ
イスを構築することでこうした機能性を市販化することが可能です。 

¾ エクイティのマーケットプレイス：デラウェア州法では、米国法人がブロックチェ
ーンに係る株式をトレードして株式決済プロセスの合理化を図ることが認められて

います。Catenis は、すでに、実際の株券を移転することのできるスマート資産をコ
ード化するための機能性を備えています。さらに、Catenis は暗号通貨を概念化する
機能を備えているため、従来の株式投資家は暗号通貨を直接取引する必要を負うこ

となく、通常の仲買会社から会社株式を購入することができます。サードパーティ

のデベロッパーは株式決済プロセスを合理化するようなエクイティのマーケットプ

レイスを構築し得ます。 
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高度な IoT アーキテクチャ 
 

概観 
 
Blockchain of Things, Inc. は Catenis Enterprise のベータ発表にて IoT セキュリティ問題の解決
を目指しています（Catenis の重要な特長の概要は第 2～5ページを参照してください）。. 
 
本セクションでは、最初に、IoT 市場とその使用事例の概観を供与することで Catenis のア
ーキテクチャの理解にあたっての適切な文脈を設定します。続いて、大半のエンタープラ

イズ IoT システムの基礎となっている標準（ほぼ間違いなく、持続不能な）アーキテクチ
ャを説明します。さらに、こうしたことを Catenis 顧客によって享受される脱集約的な耐障
害性アーキテクチャと対比させます。そして、相互運用性の重要性を浮き彫りにして本セ

クションを総括し、従来の IoT システムを苦しめている相互運用性の問題に対して Catenis 
が本質的にどのように解決を図るのかを実証します。 
 
モノのインターネット：背景 
 
「誇大広告は、実際のところ、インターネットの完全な潜在能力を軽視する恐れがある」 
– McKinsey6 
 
「モノのインターネット（IoT）」は物理的な物体およびソフトウェアベースのシステムに
インターネットの接続性を組み込む慣習や実践を指すことから、結果、他のインターネッ

ト対応型のシステムと意思疎通を図ることができます。会社は、ますます、自身のビジネ

スに IoT ソリューションを実装して製品品質、労働力の生産性、オペレーション上の効率
性および製品開発プロセスの改善に着手するようになっています。7  
 
IoT 市場の成長：:IT リサーチ会社の Gartner は、世界規模での IoT ユニットの導入ベースが
2014年に 26%、2016年には 30% 成長すると推測していました。8 9 10同社は、そうした成長

が 2018 年には 34% にまで達すると予測しています。11  さらに、こうした大規模な成長率
が小さな基盤で起こっているのではないことに着目するべきでしょう。Gartner は、2016年
度、グローバル規模で導入される IoT ユニットの数が 64 億 4,000 万、年間の IoT エンドポ
イント支出が$1.4兆に達したと推定しています。12 
 
 
 
 
 
 
 

IOT Units Installed Base (Millions)
2013 2014 2015 2016 2017E 2018E

IOT Units (Millions) 3,032 3,807 4,903 6,382 8,381 11,197
    y/y 26% 29% 30% 31% 34%
Source: Gartner estimates
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IoT 使用事例：140ページ相当のMcKinsey による報告ですが、IoT の現実的な使用事例を分
析し、「誇大広告は、実際のところ、インターネットの完全な潜在能力を軽視する恐れが

ある」と総括しています。 様々な考えられる IoT 用途についてのボトムアップ型の分析に
基づき、McKinsey は、「モノのインターネット」が、2025年までには、総体として、$4～
11 兆相当の経済インパクトを及ぼす可能性があると推定しています。13 Catenis 保証型の
IoT システムが実際に活用されうる数々の方法にあたっての文脈を供与する目的から、当社
は IoT の数多くの使用事例のごく一部のサンプルを浮き彫りにします： 
 
¾ 製造の最適化：工場における IoT センサは、作業フローの可視性の向上および問題
の特定から改善までの時間の短縮を目的に用いられます。例えば、プロセスの例外

が検出される場合、マネージャーは費用がかさむ問題点や欠陥パーツを回避するた

めに先回りした措置を講ずることが可能になります。14  
 

¾ ガスのパイプラインにおける予測保守管理： ガスのパイプラインに漏れがあると、
経済および環境面に大きな損失を及ぼす可能性があります。操作者は、これまで以

上に、パイプラインのセンサからの IoT データを天候/洪水事象についての第三者デ
ータと結合して手動での点検が必要なパイプラインの高リスク領域の特定に着手す

るようになっています。15 
 

¾ 費用のかさむ入院の最小化：ウェアラブルおよび非ウェアラブルの IoT デバイスで
すが、すでに、急性型の心不全、糖尿病および COPD（慢性閉塞性肺疾患）におけ
る医療コストを削減する能力を実証してきました。16 こうしたデバイスからの持続
的なデータは、警告シグナルが入院リスクを低減する即座の介入を許容するのを可

能にします。 
 

¾ 臨床試験のコスト削減：IoT 対応デバイスは高額な医薬の臨床試験のコストを推定で
10～15% 低減させるのに用いることができます。17 患者の健康データをより頻繁に
収集することで、製薬会社がより瞬時に試験失敗を特定できるようになり、結果、

費用削減となります。 
 

¾ 精密農業：多くの農業従事者は土壌センサ、トラクターのセンサ、衛星画像、気候
データ分析プラットフォームのデータを統合して IoT システムの導入を図ってきま
した。こうした農業従事者は数平方ヤードごとのトウモロコシの精密生産性に基づ

いて水と肥料の使用を最適化することで収穫高の最適化を図ることができます。18 
 

¾ その他： 上述した使用事例は説明目的に過ぎませんが、というのは、Catenis 保証の
IoT システムのその他の考えられる数多くの用途が存在するからです。 
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従来型のモノのインターネットのアーキテクチャ 
 
デバイス & ゲートウェイ：標準型の IoT アーキテクチャにおいて、IoT ゲートウェイは IoT 
エッジデバイスと外部システムの重要な意思疎通の架け橋として機能します。センサ、ア

クチュエータ、ソフトウェア・アプリケーションといったエッジデバイスはオンサイトの

IoT ゲートウェイに発話する目的でローカルの法人イントラネットを用います。さらに、ゲ
ートウェイは外部のインターネットおよびオフサイトのデータシステムに結合します

（例：クラウド）。結果、IoT ゲートウェイは IoT エッジデバイスとクラウドの間のあらゆ
る意思疎通を調整します。単なるリレーポイントであるのみならず、IoT ゲートウェイはロ
ーカルの処理やストレージのソリューション、ならびにセンサのデータに基づいてエッジ

デバイスを自立的に制御する能力を供与します。 
 
典型的なゲートウェイは、ホスティングのクラウド・インフラにおいて、直接、中央の制

御システムに接続します。こうしたクラウドシステムは 2 つの集約的な障害点（points of 
failure）に基づいてハッカーの攻撃を受けやすいのです： 
 
¾ クラウド内の組織自身のサーバー 
¾ クラウドのインフラのホスティング・プロバイダ、例：AWS、Azure 等 

 
いずれかの障害点（point of failure）に達すると、クラウドに依存する全てのシステムが影
響を被ります。下のダイアグラムは、IoT クラウド・アーキテクチャとその 2つの集約的な
障害点（points of failure）を示します。 

 
従来型の IoT クラウド・アーキテクチャ 
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砂上の楼閣（House of Cards）：デバイスがいっそうインテリジェントに、そして接続型に
なるにつれ、それまで成功を収めてきたハッカー攻撃の結末は、ますます、切迫したもの

となりつつあります。予期しない結果がデータ窃盗行為の枠にとどまらずに、現実世界の

IoT 対応型マシンのハイジャッキングを包含するまでに拡張し、産業オペレーションと人間
の安全性が危険に晒されるようになっています。 putting industrial operations and human 
safety in jeopardy.従来型の IoT アーキテクチャは、ますます、砂上の楼閣（house of cards）
の様相を呈すようになり、そこでは、効果的な攻撃を受けた 1 つのサーバーが会社全体の
IoT ネットワークを毀損し得るのです。そして、セキュリティが法人 IoT バイヤーにとって
最大の懸念であることは疑う余地がありません。19  
 

新たな Blockchain of Things のアーキテクチャ 
 
Blockchain of Things, Inc. はセンサ、アクチュエータ、ソフトウェア・アプリケーションとい
ったエッジデバイスが Catenis 経由で、ピアツーピアで相互に意思疎通を図るのを可能にす
ることで、IoT インフラの脱集約化と保護を行います。  
 
バーチャルデバイス：Catenis では、各々の現実世界の IoT デバイスが Catenis のバーチャル
デバイスと意思疎通を行い、それによって表されますが、このバーチャルデバイスはロー

カルの Catenis Gateway もしくはオフサイトの Catenis Hub に鎮座するロジカルユニットです
（以下参照）。各バーチャルデバイスは自らが表する IoT デバイスの Catenis サービス群を
管理します。こうしたサービスにはビットコインのアドレス生成、メッセージ送信、デー

タのロギング、スマート資産創造、スマート資産の移転、手数料、暗号化、許認可、一時

的なトンネルの創造、パブリック/プライベートのキー暗号化等が含まれます。 
 
Catenis Gateways：従来型の IoT アーキテクチャ同様、新しい「Blockchain of Things」アーキ
テクチャは、実世界のデバイスがオンサイトのゲートウェイに発話すべくローカルの法人

イントラネットを使用することができるよう構築されます。 ただし、従来型の IoT ゲート
ウェイとは異なり、「Catenis Gateways」は、実世界のデバイスとバーチャルデバイス間の
意思疎通を管理するべく、ウェブサービスレイヤーを用いる Catenis ソフトウェアによって
起動されます。加えて、それぞれの「Catenis Gateway」はビットコイン・ブロックチェー
ンにてフルノード（剪定ノード）を実行し、結果、ブロックチェーンを介して意思疎通を

図る能力が構築されます。20 
 
Catenis Hub：「Catenis Hub」は Catenis のクラウド提供アイテムです。「Catenis Hub」は、
クライアントが Catenis ゲートウェイのインストールを必要としない場合に接続することの
できるノードです。クラウド提供アイテムであることから、「Catenis Hub」を利用するク
ライアントは「Catenis Gateways」の全てのセキュリティ恩恵を享受することはできません。
ただし、こうした顧客は、それでも、ブロックチェーン全般のフライトのメッセージを対
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象とする全てのデバイスや拡張型セキュリティの固有のメッセージ監視等のセキュリティ

特長の恩恵に浴することができます。「Catenis Hubs」の利便性は、最大の脱集約型セキュ
リティが懸念においてさほど有意ではないような IoT デバイスの価値のあるトレードオフ
であると考えられます。 
 
ブロックチェーンを介したコミュニケーション： 実世界の IoT デバイス同士のコミュニケ
ーションは次の手順を介して行われます：1) 「送信 IoT デバイス」がオンサイトの
「Catenis Gateway」または「Catenis Hub」内に鎮座する、対応する「送信バーチャルデバ
イス」を介してメッセージを送信します。2) 「送信バーチャルデバイス」がビットコイ
ン・ブロックチェーンを介してメッセージを「受領バーチャルデバイス」に送信します。

3) 「受領バーチャルデバイス」が受領したメッセージを対応する「受領 IoT デバイス」に
送信します。結果、2 つの実世界デバイスがブロックチェーンを介して相互に意思疎通を
図ることができます。下のダイアグラムには、「IoT デバイス#2」が「IoT デバイス#6」に
メッセージを送信する際のコミュニケーションのフローが図解されています。 
 

 
Catenis Enterprise の Blockchain of Things エコシステムにおけるコミュニケーションのフロー  

 
IoT は BoT と化します：IoT デバイスからのデータが対応する Catenis バーチャルデバイスに
到達したら、全てのコミュニケーションが Catenis バーチャルデバイスを介してビットコイ
ン・ブロックチェーン経由で行われます。結果、こうした新しいパラダイムを「モノのブ

ロックチェーン（Blockchain of Things：BoT）」と呼ぶのです。ビットコイン・ブロックチ
ェーンを通じて IoT コミュニケーションをチャネリングする利点というのは、従来の IoT ア
ーキテクチャに存在する集約型の障害点（points of failure）に置き換わる、グローバルのピ
アツーピアのネットワークであることです。集約型の障害点（point of failure）の欠如を勘
案すると、ビットコイン・ブロックチェーンは、本質的には、従来型の IoT アーキテクチ
ャ異常にハッキングや DDoS 攻撃に対する耐性が強いと言えます。過去 2 年超におけるブ
ロックチェーン関連の取引高は$2,000 億を上回っており21、ハッカーにとってネットワー

ク攻撃を行う金銭上の動機は数多く存在するものの、依然、ブロックチェーンは安全であ

り続けています。 
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脱集約型の Catenis：IoT デバイスのメッセージがブロックチェーンを経由して伝達される
のみならず、Catenis システム状態自体も伝播されます。全体的な Catenis システム状態はビ
ットコイン・ブロックチェーンにコード化されます。これにより、システム状態がブロッ

クチェーンから再創造されるため、障害耐性を付与し、顧客に完全に脱集約化された、信

頼の置けるシステムがもたらされるのです。Catenis のアーキテクチャはビットコインと緊
密に結合されることから、Catenis Enterprise ゲートウェイは一切の集約型データベース、二
次的ブロックチェーンあるいはサイドチェーンに依存することはありません。結果、接合

されたシステムはあらゆるクリティカルなアプリケーションとシステムにとって集約型の

障害点（points of failure）に耐性を備えることとなります。さらに、エッジデバイスの完全
なトランザクション史は当社のシステム外部で監視され、顧客、監査人、規制官に信頼を

植え付けることが可能です。22  
 
下のダイアグラムは、従来の IoT フレームワークに存在する集約型の障害点（points of 
failure）から顧客を解放する Catenis Enterprise Decentralized アーキテクチャを示します。 

 
Catenis Enterprise 脱集約型アーキテクチャ 

 
 
インターネットの枠を超えた機能性：40 億近くの人々がインターネットにアクセスするこ
とができずにいます23。インターネットアクセスのない遠隔地、または一時的にしか接続可

能ではない、非定常デバイスの場合、Catenis Gateways を構成設定してクリティカルなシス
テムのアップタイムを保証すべくブロックチェーンにアクセスする二次的手段を用いるこ
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とは可能です。そのようなシナリオでは、SIM カードまたは Blockstream Satellite テクノロ
ジーを利用してブロックチェーンから情報を受領することが可能です。Blockstream Satellite 
は、南極大陸に生活する数百人を除く、世界人口の 99.99996% をカバーする予定です24。こ

うしたことは、「モノのブロックチェーン（Blockchain of Things）」を世界人口の 99% 超に
とってアクセス可能とするのみならず、同時に、インターネットがダウンした際にクリテ

ィカルなシステムに障害耐性を付与するのです。障害耐性および拡大化カバレッジは数多

くの産業実施にあたってのクリティカルなニーズを解消します（例：オフショアの石油掘

削装置、遠隔研究施設等）。20 
 

異種 IoT システムの相互運用性 
 

「相互運用性は IoT の価値を最大化させるうえで極めて重大である。平均する
と、解除（アンロック）可能な総価値の 40% が異なる IoT システムとの連携を
必要としている。」  

– McKinsey25 
 
IoT の相互運用性の課題：IoT のポテンシャルを完全に解き放つには、様々な運用環境、言
語、プロトコルを実行する異種プラットフォームが相互にコミュニケーションを図ること

ができるようになる必要があります。企業や法人は、一般として、相互に不適合な、 

手に負えないほどの数のソフトウェア・プラットフォームを備えています。結果、多くの

法人は IoT システムから解放することのできる潜在価値の大部分を逸してしまうことにな
ります。26  
 
BoT の相互運用性ソリューション：Catenis は、本質的に、Catenis のウェブサービス API が
近代言語にてあらゆるソフトウェア・プラットフォームからの読み取り/書き込みリクエス
トを受諾することから、相互運用性の課題を解決します。異種のプラットフォーム上の IoT 
デバイスは各プラットフォームの Catenis エンドポイントを通じて相互にデータを送信する
ことができます。各プラットフォームは、続いて、該当プラットフォームにネイティブの

あらゆるプロトコルや言語を用いてそれぞれの Catenis エンドポイントを通じてデータのア
クセス/分析を実行できるようになります。例えば、オフショアの石油掘削装置の装置メー
カーは、頻繁に、IoT センサを搭載した機器類が顧客に異常検出や予測保守管理サービスを
提供するのを可能にします。しかしながら、潜在的に障害/欠陥のあるモードの半数以上が
様々な装置サプライヤーのデータを結合させることでのみ予測可能となるに過ぎません。27 
Catenis を利用することで、オフショアの石油掘削装置はこうした異種の IoT システムから
データを組み込んで自らの IoT イニシアチブに由来する価値を著しく増大させることがで
きます。 
 
  



 
 

14 

BoT は会社間の IoT 協調を合理化します：相互運用性の課題の解決に加え、Catenis は企業
を共有データベースの費用と責任から免除することで会社間のデータ共有を合理化します。

Catenis は企業がデータを安全で脱集約型のネットワークにログするのを可能とすることで、
こうした目標を成就します（例：ビットコインまたは IPFS；詳細は第 14 ページ）。こうし
た能力は、企業が会社間の IoT 協調を制約しうるセキュリティの脆弱性を解消するのを後
押しします。例えば、先のオフショアの石油掘削装置で言うと、会社もそのサプライヤー

も共有データベースの確保について心配する必要がありません。数多くの CTO が、とりわ
け、コア IT インフラに及ぶ攻撃表面が増えることから、内部システムに結合する会社間の
共有型データベースをホストすることに気乗りしないため、これは重大な利点です。 
 

Catenis での IoT 確保：主要な攻撃ベクトルの分析 
 

概観 
 
モノの攻撃ベクトル（Attack Vector of Things）：膨大な数の IT リサーチ組織が IoT のセキュ
リティ上の課題を調査して IoT が直面する重要な課題としてセキュリティを挙げてきまし
た。28 29そうしたメンバーの調査を基に、The Global Digital Infrastructure Alliance（グローバ
ル・デジタル・インフラ・アライアンス）が、上位 4 つの IoT 関連セキュリティ懸念を次
の 4つの領域に分類することができると結論付けました30： 
 
¾ ネットワーク： IoT ネットワークにおける脆弱性 
¾ アプリケーション・レイヤー：IoT システム内のアプリケーション・セキュリティ脆
弱性 

¾ 認証：IoT エンドポイントのお粗末な認証 
¾ フィジカル： 物理的に安全ではないエンドポイント 

 
本セクションでは、上述した 4 つの各カテゴリーから重要な攻撃ベクトルを精査し31、

Catenis がそのれぞれの脆弱性をどのように緩和するのか説明します。 
 

ネットワーク攻撃 
 
ネットワークベースの中間者（MITM）攻撃： ハッカーは、悪意を持ってデータのフロー
を妨害および改ざんすることのできるような合法的なノードを呈示することでネットワー

クのコミュニケーション・プロトコルを操る可能性があります。 

¾ Catenis は攻撃から防御します：従来型の IoT アーキテクチャとは異なり、「モ
ノのブロックチェーン（Blockchain of Things）」においては、ノー度間のコミュ
ニケーションはビットコイン・ブロックチェーンについて、Catenis 経由で発生
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します。 結果、「モノのブロックチェーン（Blockchain of Things）」に対するネ
ットワークベースのMITM 攻撃を実施するには、ビットコインに対してMITM 攻
撃を成功させることが必要になります。 これまでわずか 2 年間ほどにおけるビ
ットコイン・ブロックチェーン関連の取引価額が$2,000 億を超え32、十分な数の

金銭的動機はあったことですが、ネットワークが脆弱であるのを裏付ける証拠は

皆無です。 
 

ネットワークに対する遠隔 DDoS 攻撃： 攻撃者は、正当なユーザーすらシステムにアクセ
スできないような、過度のリクエストを伴うネットワークデバイスに圧倒されると考えら

れます。「モノのブロックチェーン（Blockchain of Things）」においては、こうした攻撃に
対する複数の防御ラインが存在します。 

 
¾ デバイスレベルでの DDoS 保護：Catenis は、本質的に、デバイスを Catenis API 
経由でのみコミュニケーション可能となるよう意図的に構築可能であることから、

こうした種の DDoS 攻撃から防御します。 デバイスレベルの DDoS 攻撃は、許認
可されたエンドポイントによるデバイスとコミュニケーション実施を許容するに

過ぎない Catenis の許認可 & 一時的なトンネル保護レイヤーを理由に、阻止され
てしまいます（第 14～16ページ参照）。 
 

¾ 集約型サーバレベルでの DDoS 保護：集約型サーバレベルでの攻撃は最もクリテ
ィカルな DDoS 脆弱性ですが、なぜなら、利用されると、その会社の全体の IoT 
システムが乗っ取られてしまう可能性があるからです。Catenis は、本質的に、
こうした種の DDoS 攻撃から防御しますが、なぜなら、集約型サーバはビットコ
インのネットワークへ脱集約化されており、8 年に及ぶ歴史において DDoS シャ
ットダウンに対する耐性を自ら証明してきたからです。20 
 

¾ ゲートウェイレベルの DDoS 保護：Catenis 顧客は、2つのラインの防御を介して、
ゲートウェイレベルで DDoS 攻撃から自ら防御することができます：1) 顧客は
Tor ネットワークの背後のゲートウェイを隠匿してゲートウェイの IP アドレスを
匿名化することができます。IP アドレスがなければ、攻撃者は DDoS 攻撃の矛先
を向けるべきポイントを認識できません。2)  DDoS フラッドがインターネットラ
インを覆うように検出される場合、自動的に情報受領の二次的手段に切り替える

よう Catenis Gateways を構成設定することが出来ます（例：SIM カードまたはブ
ロックチェーン・サテライト）。結果、ゲートウェイレベルでも弾力性が創造さ

れます。20 
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トラフィック分析攻撃：ハッカーはデバイス間のコミュニケーションのパターンを分析し

て暗号化されたメッセージに関する情報を推察することができます。このことは、暗号コ

ードを解明することなく、成就可能です。 

¾ Catenis はリスクを軽減します：Catenis に関するトラフィック分析ですが、一時
的なトンネルの使用に伴い、極めて困難です（第 15～16 ページ参照）。顧客が
あ自身のゲートウェイを Tor ネットワークの背後に配置する場合、係るビットコ
インのノードの IP アドレスが曖昧化され、トラフィック分析攻撃が余計に厄介
となります。ビットコインが Dandelion Anonymization Protocol を実施する際は、
トラフィック分析はいっそう困難となると考えられます。33 

アプリケーション・レイヤー攻撃 
 
マルウェア/ウイルス： 攻撃者はマルウェア/ウイルスを使って重大なシステムのハッキン
グと破壊を行うことができます。 

¾ Catenis はリスクを軽減します：大半のマルウェア/ウイルスはインターネットとの
オープンな接続に依存します。しかし、Catenis の場合、コミュニケーションのチャ
ンネルは孤立していますが、なぜなら、許認可されたエンドポイント以外は IoT デ
バイスとコミュニケーションを図ることができないからです（第 14ページ参照）。 
 

アプリケーション・レイヤーに対する DDoS 攻撃：アプリケーション・レイヤー攻撃にお
いては、ハッカーは、膨大な数の不要な内部リクエストをアプリケーションに実行させて

正当なリクエストを充足できないほどにすることで比較的尐数の外部リクエストのインパ

クトを増幅させます。 

¾ アプリケーション・レイヤーでの DDoS 保護：Catenis では、Catenis デバイスはブロ
ックチェーンを通じて許認可されたエンドポイント以外とはコミュニケーションを

図らないことから、ハッカーは「アプリケーション・レイヤーDDoS」を実行するこ
とが不能です（第 14ページ参照）。 

 

認証攻撃 
 
暗号解読攻撃：ハッカーは暗号アルゴリズムにおける弱点を見抜いてデバイスに不正アク

セスする可能性があります。 

¾ Catenis は攻撃から防御します：Catenis は、7年近くにわたって何十億ドル相当のビ
ットコインを効果的に保護してきたビットコインの暗号化を信頼しています。 

暗号化にあたっての中間者（MITM）攻撃：ハッカーは中間者（MITM）攻撃を駆使して 2
人のユーザー間で共有されるプライベート・キーを入手する可能性があります。 
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¾ Catenis は攻撃から防御します：Catenis では、プライベート・キーはエンドポイント
間で共有されません。代わりに、送信者は各メッセージを目的先エンドポイントの

パブリック・キーで暗号化します。当該ポイント後、メッセージは目的先エンドポ

イントのプライベート・キーでのみ暗号化可能ですので、送信者は暗号化した後で

でもメッセージを読むことができます。結果、プライベート・キーを 2 人のユーザ
ー間で共有する必要がありません。 

 

物理的攻撃 
 
物理的な中間者（MITM）攻撃：攻撃者は安全ではないノード（エッジデバイス）で物理的
に改ざんを行い、悪意のあるコードを注入することで IoT ネットワークの残存部分へのア
クセスを入手する可能性があります。物理的な攻撃は物理的な防御によって最も効果的に

対処できますが、Catenis は、さらに、安全ではないノードによる侵入や違反に伴う帰結を
軽減することすらできるのです。 

¾ 許認可が損害を制限します：管理者は Catenis の許認可システムを駆使して自らがア
クセスできる IoT ネットワークの領域に関して遠隔的に物理的に不正なノードを制
限することができます。IT 部門は Catenis システムを構成設定することで、最も感応
性の高いデバイスが物理的に安全なノード以外によってアクセスできないようにす

ることができます。 

¾ インターネットの監査可能性が速やかな検出を可能にします： Catenis は、本質的に、
各デバイスの監査可能性を供与します。それぞれのメッセージはビットコイン・ブ

ロックチェーンにログされ、管理者にとって可視となります。IoT システムのマネー
ジャーはアラートを設定することで、デバイスが通常以上に頻繁に、もしくは作業

時間以外にアクティブの場合、例外や異常を瞬時に認識して矯正措置を講じること

が可能です。このことは、例外や異常がデバイスレベルでは生来的ではないものの、

サードパーティのソリューションを用いて各デバイスについて個別にインストール

が必要となる従来の IoT システムとは対照的です。こうしたことは世界中で設置さ
れているベースにおける何十億ドル相当の IoT デバイスを勘案すると、費用がかさ
む、複雑なプロセスです。幸いにも、Catenis の顧客はこうした厄介な要素とは無縁
でいられます。 
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ビットコインの IoT 制約の打破 
 

概観 
 
ビットコイン・ブロックチェーンの数多くのセキュリティ上の利点にもかかわらず、IoT 用
途における使用を阻んできた障害が多数存在します。本セクションでは、ビットコインの

制約、ならびにそうした制約を打破するような Catenis 製品の特長を考察します。 
 

サイズを問わないデータ、ドキュメントおよび情報 
 
ビットコインの 80 バイト制約：ビットコインのトランザクション・メッセージにあたって
の 80 バイト制約は基本的なメッセージの送信以外は許容しません。つまり、IoT デバイス
間の有意なコミュニケーションにあたって十分ではないと考えられます。 
 
¾ Catenis はあらゆるサイズのデータを許容します：Catenis は 80バイトというサイズ
の制約を取り除き、あらゆるサイズのデータ送信を可能にします。このことには IoT 
デバイス、プログラミングコードあるいはサイズや種別を問わないファイルに対す

るコマンド& コントロールのシグナルが含まれます（例：DLL、ソースコード、PDF、
MP3、CAD 等）。Catenis は無限数のストレージ・プラットフォームとの統合をサポ
ートすることで、80 バイトのビットコインのメッセージング・フィールドのサイズ
という制約を取り除きます。当社は、改ざん不能のデータを保管する能力を備えた

脱集約型のストレージ・プロトコルであることから、ストレージ・プラットフォー

ムとして、IPFS の使用を既定とします。34 つまり、どんなストレージ・プロバイダ
も、瞬時にして、Catenis と統合して付加的なストレージ・ロケーションを供与する
ことができます。Catenis は、Amazon Web Services（AWS）、Object Storage Service、
Simple Storage Solution（= S3 Buckets）、Azure Blob Storage 等の代替のストレージ・
プロバイダのためにプラグ可能なアドインを許容するように特別考案された広範な

ペイロード・ストレージレイヤーを備えています。 
 

グローバル・オープン台帳（Global Open Ledger）の制御と許認可 
 
ビットコインの許認可欠如：IoT デバイスがパブリックのビットコイン・アドレスに接続さ
れている場合、接続先のビットコイン・アドレスが誰のメッセージでも受諾することから、

不正な存在がデバイスを有効化することが考えられます。こうした問題は大部分の Iot 用途
にとって取引を難航化する要素です。 
 
¾ Catenis は許認可されたネットワークです：当社はオープンのビットコイン・ブロッ
クチェーンにコード化されている許認可されたネットワークの創造を通じてこうし
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た課題を解決します。Catenis においては、実世界の IoT デバイスは、直接には、ビ
ットコインのアドレスと結合されていません。その代わり、対応するバーチャルデ

バイスを通じて発話しますが、これには、許認可されたメッセージ以外の受領を許

可しない「バーチャルデバイス許認可ブローカー」テクノロジーレイヤーが含まれ

ます。許認可は、送信者のビットコイン・アドレスを特定する、アウトバウンドの

各送信についてビットコインのトランザクション署名認証を用いることで成就され

ます。承認されているバーチャルデバイスからのメッセージのみが実世界の IoT デ
バイスに到達することが許可されています。 
 

¾ フレキシブルな許認可モデル： 顧客は Catenis の許認可システムを用いて単一のデ
バイス、グループあるいは会社にコミュニケーションを制約することができます。

壁で覆われた庭を構築して外部のパートナーや顧客を組み込むこともできます。許

認可は数回のマウスクリックで設定でき、4 つのレベルで構成設定可能です：1. シ
ステム全体 2. ノード（ハブまたはゲートウェイ）レベル 3. クライアントレベル 4. 
デバイスレベル  

  

 
 

Catenis Enterprise における許認可 

 
 

一時的なトンネル & エンドツーエンドの暗号化 
 
ビットコインにはプライバシーが欠如しています：ビットコインでは、ビットコイン経由

で送信されるメッセージは暗号化されておらず、世界中で可視となります。そうしたこと

が実際に起こらなくても、不正な傍観者であれば、ビットコイン・アドレス間の活動を経
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時的に相関させることで情報を推測することが可能だと考えられます。両方の事項が結合

して企業にとって有意なプライバシーとセキュリティ面の課題を創造します。 
 
¾ Catenis メッセージは暗号化可能です： Catenis では、メッセージは、既定にて、受
領者のビットコイン・アドレスのパブリック・キーにて暗号化されます。メッセー

ジを破壊することのできる唯一の手段が受領者のビットコイン・アドレスのプライ

ベート・キーを用いることです。送信者ですら暗号化した後もメッセージを読むこ

とがでず、受領者のみが可能です。さらに、用途がメッセージの非暗号化を要求す

る場合、顧客は既定に上書きして暗号化していないメッセージを送信することがで

きます。 
 
¾ Catenis メッセージは一時的なトンネルを移動します： Catenis Enterprise を使用して
バーチャルデバイスにメッセージが送信されるたびに、受領者のバーチャルデバイ

スはメッセージを受領すべく新たなビットコイン・アドレスを生成します。結果、2
つのバーチャルデバイスが相互に反復的にコミュニケーションを図る際、該当スレ

ッド内の各メッセージ送信は異なるビットコイン・アドレスの組み合わせ間で発生

します。コミュニケーション経路（特定のビットコイン・アドレスのペア）がリア

ルタイムで構築され、瞬きの間持続して続いて送信用に再利用されることのないよ

う解体されることから、これは一時的なトンネルと呼ばれます。「Hierarchical 
Deterministic Wallets（HD wallet）」テクノロジー35および「Hub-and-Spoke Micro-
Payment Channels」の双方に緩く基づいて、36 37 Catenis の一時的なトンネルは、IEEE 
一次的アドレス（「プライベート・アドレス」とも呼ばれます）推奨の後にモデル

化されるマルチレベルのセキュリティを供与します。プライベート・アドレスは、

とりわけ、「経時的な活動の相関、ロケーションのトラッキング、アドレスのスキ

ャニング、デバイス特有の脆弱性開発という 4 つの一般的な攻撃種別」を撲滅すべ
く使用されています。38  

 
¾ Catenis は Perfect Forward Secrecy を有効化します：Catenis の一時的なトンネルは不
正な傍観者によるトラフィック分析を複雑化するのみならず、同時に、各送信につ

いて、「Perfect Forward Secrecy」39を有効化しますが、というのは、スレッド内の各

メッセージが異なるパブリック・キーで暗号化されているからです。「Perfect 
Forward Secrecy」は、1つのメッセージのプライベート・キーの所有者が同一のメッ
セージスレッド内の従前もしくは将来のメッセージを読むことができないことを約

束します。すなわち、暗号解読キーが漏出する場合でも、同一のスレッド内の従前

または将来のメッセージを同じキーで解読できないことから、ユーザーの機密デー

タのほんの一部が露出されるに過ぎません。 
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抜本的なスケーラビリティを伴う超高速度 
 
Bitcoin トランザクションは遅滞化し、費用がかさむ可能性があります：ビットコインには
10 分という確認時間および高額なマイナー手数料を必要とするトランザクションが付随し
ます。表面上は、ビットコインは頻繁な、時間に敏感な IoT デバイス・メッセージングに
とって実際的ではないように思われます。 
 
¾ Catenis IoT メッセージは超高速です：ビットコインの確認時間は平均 10分間ですが、
実際のトランザクションは瞬きの瞬間で起こります。人々が確認を待つ主な理由は

二重の支出攻撃という形態での取引先リスクを回避するためです。このことは IoT 
関連用途にとって取るに足りない問題ですが、なぜなら、顧客は（他人ではなく）

自身のエンドポイントで（有益なデジタル通貨ではなく）メッセージを、一般とし

て、扱っているからです。二重支出の取引先リスクについて憂慮する必要がないた

め、メッセージに応答する前にオンチェーンの確認を待つ必要はありません。 
 
¾ Catenisのスマート資産の移転は超高速です：Catenis ユーザーが異なる Catenis ユー
ザーに対して価値あるスマート資産を送信したとしたら、二重支出攻撃は、依然、

起こりえないでしょう。この理由を理解するにあたっては、二重支出攻撃が起こる

のに何が必要であるかを最初に認識する必要があります。ビットコインにおいては、

有能なプログラマーなら、自身のデジタルウォレットの構築をカスタマイズし、ビ

ットコインのインプット/アウトプット構造へのアクセスを用いて二重支出攻撃を実
施する必要があるでしょう。このことはビットコインにおける可能性であることか

ら、大部分のユーザーは騙されないようにオンチェーンの確認を待つことでしょう。

しかし、Catenis はレイヤー2テクノロジーであることから、Catenis ユーザーは基本
的なビットコインのインプット/アウトプット構造にはアクセスできず、Catenis に
おいて二重支出攻撃を仕掛けるのは不可能です。結果、Catenis のスマート資産の移
転は一瞬で発生しますが、それは、移転の正当性は、オンチェーンの確認を待つ必

要なく、事前に決められているからです。 
 
¾ Catenis トランザクションは安価です：ビットコインというと高額なトランザクショ
ン手数料が付随しますが、というのは、大半のビットコイン・ウォレットが 10分と
いう確認時間に最適化されているからです（基本として、可能な限り早急に）。

Catenis は 10 分間から最長 5 時間にわたってサービスレベル保証をターゲットとす
ることで、違ったアプローチを採用しています。正確な節約額は市況に左右される

ものの、当社は、5 時間の確認が、一般として、10 分間の確認よりも 70%～98% 安
価になると見積もっています。Catenis における遅延型確認時間の主なマイナス点は
不変の台帳についての監査可能性に対するアクセス遅滞です。当社は、大半の顧客

がそうした代償を負担しても構わないと考えるとは思いません。しかしながら、監

査可能性に対するより即時のアクセス（例：10 分の確認）、もしくは底値のトラン
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ザクション手数料を所望する（例：5 時間の確認）Catenis ユーザーは、適宜、ター
ゲットとする確認時間を調整することが可能です。 

 
¾ 「Flash Network」はゼロに近いトランザクション費用を実現します：Catenis の
「Flash Network」は 2 つの固有デバイス間で送受信されるメッセージについてほぼ
ゼロのトランザクション費用を実現します。「Flash Network」はビットコインの
「Lightning Network」と類似しており、40両方とも、無制限の、無償の、信頼できな

い、オフチェーンのトランザクション推進にあたって決済チャンネルを使用します。

いずれにおいても、トランザクション手数料は決済チャンネルの開閉のみを目的に

支払われるに過ぎません。これにより、ユーザーは、「Flash Network」利用時、オ
ンチェーンのトランザクションの費用を対象に、無制限数のトランザクションを実

行できます。20 
 
¾ 「Flash Network」は「 Lightning Network」以上に実行が容易です。「Lightning 

Network」とは異なり、「Flash Network」は属性ソフトフォーク（malleability soft-
fork）等のビットコインの拡張機能に依存しませんが、つまり、Catenis ユーザーは
ビットコインのユーザーのように取引先リスクを憂慮する必要がないためです（第

16～17 ページ参照）。結果、「Flash Network」は類似のスケーラビリティを供与し
つつ、取引先リスクに付随する設計面の課題を回避します。こうした取引先リスク

の欠如にかかわらず、メッセージ送信/スマート資産移転の最終確認は、依然、ビッ
トコインのコンセンサス機構に準拠します。このことは Catenis ユーザーにとっての
完全な監査可能性を約束します。20 

 
¾ 「Flash Network」を介するメッセージは完全に監査可能です：ビットコインの
「Lightning Network」を介して送信されるメッセージは完全に監査可能ではありませ
んが、なぜなら、仲介トランザクションではなく、決済チャンネルを開閉するトラ

ンザクションのみがブロックチェーンにログされるからです。ビットコインの

「Lightning Network」とは違って、Catenis の「Flash Network」は全ての仲介トランザ
クションのログを決済チャンネルを閉じる最終のオンチェーンのトランザクション

にログします。最終のオンチェーンのトランザクションは巨大ですが、ペイロード

がMerkel ツリー（コントロール・ドキュメント）に組み込まれ、ツリーのルートの
ハッシュが最終ペイロード内に配置されることから、こうしたことは軽減可能です。

専門的でない点では、こうしたことは、ユーザーが Catenis の利用を介して最終のオ
ンチェーンのトランザクションに組み込まれている情報を用いることで、「Flash 
Network」経由で受領される全てのメッセージを容易に検索して監査できるのを徹底
します。20 

 
¾ 「Flash Network」は重要な Catenis のセキュリティ特長を保持します：ピアツーピ
アの許認可されたネットワークとして、「Flash Network」は許認可、中間者（MITM）
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攻撃防御、DDoS 防止等の最重要の Catenis セキュリティ特長の大半を保持します。
事実、Catenis 顧客は、実際に、トラフィック分析攻撃からの防御にあたっての拡張
型能力を手に入れますが、なぜなら、大半の「Flash Network」トランザクションが
オフチェーンで生じるからです。「Flash Network」ユーザーにとっての主要な代償
は「Perfect Forward Secrecy」の喪失ですが、つまり、一時的なトンネルは「Flash 
Network」ではトランザクションごとに創造不能であるからです。これはゼロに近い
トランザクション費用にとっては最も控えめなセキュリティ面の代償であり、当社

は、「Flash Network」のゼロに近い費用を最大限に活用するユーザーが特定のエッ
ジデバイスのシナリオにあたってそうした代償を負おうとするとは考えません。そ

うした代償を負いたくないと考えるエンドユーザーは Catenis を利用して高価値のミ
ッションクリティカルなシステムを保護しようとするでしょうが、いずれにおいて

も、「Perfect Forward Secrecy」の付加的恩恵にあたって余計に（ただし、それでも
低額の）トランザクション手数料を負担するのは理に適っています。 41 

 

急速な採用テクノロジー 
 
ビットコインのテクノロジーの統合は困難です：大半の IT スタッフがブロックチェーンの
プロトコルに精通していないことから、ビットコイン・ブロックチェーンは使用が難しい

と言えます。同時に、暗号通貨の管理において経験を持たない会社にとって急勾配の学習

カーブを伴う可能性があります。 
 
¾ Catenis は CTO 向けにブロックチェーン統合を簡素化します：大半の法人 IT エンジ
ニアはブロックチェーンのプロトコルに馴染みはないものの、統合媒体としてウェ

ブサービスの使用には精通しています。Catenis はウェブサービスレイヤーおよび使
い勝手に優れた API を創造することで、IT ｓたっふにとっての容易なブロックチェ
ーン統合を実現します。Catenis を導入するのは瞬時かつシームレスであり、暗号ト
ークンやビットコインに不慣れなデベロッパーたちの先駆けとなります。  

 
¾ Catenis は CFO 向けにブロックチェーン統合を簡素化します：暗号トークンは

Catenis 機能性の有効化にあたって必要（第 24 ページ参照）ですが、暗号トークン
に習熟していないクライアントは、馴染みが深いことを理由に、定額（例：現金、

クレジットカード、小切手）の支払を所望すると考えられます。こうした顧客にと

っての学習カーブを軟化する目的から、「モノのブロックチェーン（Blockchain of 
Things）」は、新規の顧客が交換を経てトークンを購入する必要がないよう、定額
のゲートウェイを創造してきました。その代わり、利便に優れた手数料目的から、

「モノのブロックチェーン（Blockchain of Things）」は、直接、必要なトークンを販
売し、システムに供給することでそうしたクライアントのやめに機能性を有効化す

ることとなります。顧客は暗号通貨の管理に係る経験を取得してゆくにつれ、自ら

で暗号トークンを管理して付加的な利便手数料を支払わずに済むようにすることが
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論理的となることでしょう。このようにして、当社は新規顧客による急速な導入を

奨励しつつ、学習カーブを進捗するにつれ、利便施手数料削減に向けた道筋を供与

してゆきたいと考えています。 
 

ビットコインベースのエッジネットワークに係るインテリジェント契約 
 
Catenis は IoT エッジ・コンピューティングをビットコインと統合します：インテリジェン
ト契約および自主的なエージェントはエッジネットワークにてコンピュータとシステムを

実行します。このことはエッジコンピューティングとして知られていて、IoT における新た
なトレンドです。42 こうしたインテリジェント契約はロバストなプログラミング言語にて
記述可能で、状態および知的財産コントロールはアプリケーション所有者によって保守可

能です。こうしたインテリジェント契約は、Catenis を通じ、ブロックチェーンのメッセー
ジやスマート資産イベントに耳を傾け、同時に、リアルタイムで、外部データとコミュニ

ケーションを図ることができます。結果、そうした契約はブロックチェーンの分脈内でロ

ジックをトリガーすることができ、Ethereum、Zcash または Hyperledger 等の外部ブロック
チェーンとの統合を活用するにあたってブリッジやゲートウェイに限定されません。 
 
Catenis は監査可能な Oracle を実現します：Oracle はオフブロックチェーンの情報をブロッ
クチェーンに移転しますが、それは、往々にして、信頼欠乏（ trust deficit）を創造しうる
集約型の方法によります。エッジベースのインテリジェント契約は、Catenis を通じ、
Ethereum といったブロックチェーンにあたって Oracle として作用し、独立した、監査可能
な信頼レイヤーとしてビットコイン・ブロックチェーンを用います。こうしたプロセスは

Catenis の使い勝手に優れた API およびメッセージ・ロギング機能によって促進されていま
す。独立した監査可能な信頼レイヤーとしてビットコイン・ブロックチェーンを使用する

ことで、集約型の Oracle は信頼レイヤーを追加してユーザーの信頼をさらに高めることが
できます。 
 

IoT 2.0：POA（Proof of Authenticity：真正性証明） / 
POD（Proof of Delivery：納入証明） 
 

概観 
 
Catenis の拡張型特長セットは従来の IoT 範囲の枠にとどまらない用途がデジタル/フィジカ
ルの製品の真正性と納入を証明すべくシステムを包含するのを可能にします。 Catenis を通
じ、小売とサプライチェーン双方の製品詐欺を軽減することができますが、これらは、年

間$1.9兆相当の被害をもたらしているグローバル問題です。43  
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POA（Proof of Authenticity：真正性証明） 
 
ビットコイン・プロバイダは脆弱な形態で POA（Proof of Authenticity：真正性証明）を供
与します：ビットコイン・ブロックチェーンは不可逆的な台帳であることから、POA
（Proof of Authenticity：真正性証明）はシンプルであるべきと考えられているかもしれませ
ん。例えば、メーカーはブロックチェーンに対する COA（certificate of authenticity：真正性
認証）の暗号フィンガープリントをログし、再販者/顧客がブロックチェーンに係る COA
（certificate of authenticity：真正性認証）を閲覧するのを可能とする参照 ID を再販者/顧客
に提供することができます。問題は、ビットコインがオープンな台帳であり、偽物であっ

ても、誰しもが指紋採取を行えることです。製品の偽造者は COA（ certificate of 
authenticity：真正性認証）生成、偽物の指紋認証、ブロックチェーンへの配置、そして、
再販者/顧客に偽造製品の指紋照合を可能とするような参照 ID の供与を行う可能性があり
ます。再販者/顧客は、どのようにして、偽物かどうか認識するでしょうか!? 
 
¾ Catenis はより強力な形態で POA（Proof of Authenticity：真正性証明）を供与しま
す：こうした課題を解決するために、Catenis は許認可を受けた第三者が独自にブロ
ックチェーンのエントリの創始者を認証するのを可能としていることから、実際の

製品メーカーの身元が明らかとなります。Catenis バーチャルデバイスの所有者は、
適切なウェブサイトドメイン、政府登録あるいは第三者認証に係るアクセスや所有

権を実証することで自らの身元を証明することを選択できます。暗号化身元証明

（Cryptographic proof of identity）はビットコイン・ブロックチェーンに組み入れら
れるため、どんな第三者でも、所定のバーチャルデバイスによって創造された COA
（certificate of authenticity：真正性認証）が本物かどうか、独自に検証することがで
きます。COA（certificate of authenticity：真正性認証）にあたってのこうしたパワフ
ルなメカニズムはサプライチェーンと小売の詐欺の縮減に寄与し得ます。 

 
¾ 偽造品は大きな問題であり、Catenis は解決に寄与し得ます： コンサルティング会
社の PWC は、グローバル規模での偽造品市場規模が年間$1.9兆であり、そのうちの
最大のセグメントが消費者、薬局および病院に販売されている偽造薬品で、年間

$2,000 億に達すると推定しています。44 重大な問題というのは、偽造撲滅にあたっ
て現在用いられている技術が不十分であり、病院でさえ、偽造薬品を分からずに購

入しているという事実です。45 46 Catenis は POA（proof of authenticity：真正性証明）
特長をもって技術面の飛躍を後押しします。例えば、医療産業において、Catenis を
利用する製薬メーカーは不正開封防止の薬剤容器に薬剤と参照 ID（薬剤パッケージ
ID）を封入する可能性があります。薬局は不正開封防止の容器を開け、参照 ID を参
照することで薬剤の真正性を確認できるようになるでしょう。そして、参照 ID を用
いてメーカーのバーチャルデバイスに問合せを行い、薬剤が真正かどうか暗号確認

を受領できるようになるでしょう。 
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POD（Proof of Delivery：納入証明） 
 
さらに、Catenis Enterprise は、ターゲットのバーチャルデバイスが送信を受領または読了す
る際に確認書が生成されるように設定することも可能です。こうした納入/配信物や読了確
認は暗号的に証明可能でビットコイン・ブロックチェーンにログされます。結果、納入/配
信確認と読了受領書を使用して情報、文書、物理的資産の追跡をサポートすることができ

ます。 

IoT 2.0：世界に動力を付与するスマート資産 
 

概観 
 
Catenis はクライアントにより多くの事物をデジタル化する能力を与えることで従来の「モ
ノのインターネット」の範囲を超える能力を提供します。こうした目的は、顧客がスマー

ト資産の創造およびとあるユーザーから他のユーザーへの移転を行うのを可能にすること

で成就されます。 
 

Catenisのスマート資産のスマート契約能力 
 
Catenisのスマート資産のスマート契約機能：Catenisのスマート資産によってサポートされ
る 4つの重要なスマート契約能力があります： 
¾ 手数料支払特長：Catenis のスマート資産は、スマート資産が移転されるたびに特定
のアドレスに手数料を支払うことができます。こうしたことは、スポーツのチケッ

トの本来の発行人にチケット再販の手数料を支払うのに用いることができます。47 
¾ 有効期限特長：Catenis のスマート資産は所定の時間期間を経過すると満了すること
が可能です。このことは融資、期限付きのクーポン、期限付きのデジタルキー等に

利用される可能性があります。47  
¾ スマート資産生成権：Catenis のスマート資産は、同一のスマート資産をさらに発行
することができるよう、バーチャルデバイスに管理特権を付与することができます。

このことは、組織による独自のスマート資産の創造もしくは助成金権利の付与目的

で使用される可能性があります。 
¾ スマート資産許認可：Catenis のスマート資産は特定のアドレスのみがスマート資産
を受領できるように許可することが可能です。このことは、スマート資産の配布を

予め承認されたアカウントに制限するのに使用することができます（例：アセット

販売の認証投資家への制約）。 
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Catenis のスマート資産は許認可されたメッセージに反応することができます：上述した機
能性に加え、Catenis のスマート資産は許認可もしくはオープンな基準で Catenis バーチャ
ルデバイスからのメッセージに反応することができます。例えば、バーチャルデバイスに

配送されたメッセージは無数の数のスマート資産の生成と配送をトリガーすることが可能

です。このことはデジタル資産が非応答性である他の数多くの暗号プロジェクトと対照的

です。当社のシステムのパワーをさらに拡張する、エッジ・ネットワークデバイスのイン

テリジェント契約はスマート資産からの応答をトリガーするロバスト名プログラミング言

語で記述することができます。トリガーされるイベントはオンチェーンあるいはオフチェ

ーンのデータインプットであると考えられます。インテリジェントエッジ契約と当社の安

全なメッセージ許認可レイヤーが組み合わさることで、強力なスマート資産と実世界の破

壊的なソリューションの創造が可能となります。 
 

単なるアセットの表意を超えるもの 
 
Catenisのスマート資産は実際のペイロードを供与します：Catenisのスマート資産はそのメ
ッセージング能力と一体化して実際のデジタル・ペイロードを送信します。このことは、

無関係の外部システム経由での要求が必須である、デジタル資産が第三者の約束に裏付け

されたペイロードの単なる表意であるところの数多くのその他の暗号プロジェクトと対照

的です。Catenisのスマート資産は実際のストック認証、自宅の権利証あるいはMP3 ファイ
ルを送信すべく構成設定可能であることから、実際のペイロードをとあるユーザーから他

のユーザーに移転させることができ、単なる品目や項目の表意にとどまりません。 
 
実際のペイロードの暗号化が可能です：Catenis のスマート資産とともに移動するデジタ
ル・ペイロードは目的先エンドポイントのパブリックキーにて暗号化可能であるため、プ

ライベート・キーを暗号化することで、目的先エンドポイントのみがペイロードにアクセ

スすることができます。このことは、ペイロードが暗号化されずに世界中に可視されるよ

うな他の多くのプロジェクトと対照的です。 

サードパーティ・アプリのための脱集約型プラットフォーム 
 

概観 
 
Catenis は、基本的に、サードパーティのデベロッパーが、構成要素として、Catenis のコア
機能性（例：安全なメッセージング、スマート資産等）を用いてアプリケーションを構築

することのできる脱集約型のプラットフォームです。 
 
Catenis に構築されるアプリケーションは他人への販売/許認可が可能であることから、利益
が、余すことなく、当該アプリを構築したサードパーティのデベロッパーにもたらされま

す。こうした本質的な利益インセンティブにとどまらず、当社は有用なアプリを構築した
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人たちへの報償として BCOT トークン供給の 10% を割り当てることでさらにサードパーテ
ィ開発を奨励することを目指しています。BCOT トークンは Catenis にて機能性を有効化す
るのに必要なユーティリティ・トークンです（第 24 ページにて詳細を確認してください）。
多層インセンティブを武器に、当社はサードパーティ・アプリの生態系が Catenis にて進化
してゆくことを期待しています。 
 

潜在的なサードパーティ・アプリ 
 
本セクションでは、サードパーティのプログラマーが将来の開発努力に焦点を当てること

のできるような数多くのカテゴリーの中の 6つを重要視します。 
 

¾ IoT 確保にあたっての産業特有のアプリケーション：Catenis のコア機能性は安全な
メッセージング特長および IoT を確保する能力です。ただし、多様な産業および多
彩なオペレーション要素は、様々な使用事例から、こうした特長を駆使したいと考

えています。結果、サードパーティのデベロッパーは Catenis のセキュリティを活用
する産業特有または機能固有の IoT アプリケーションを構築して様々な IoT 市場のセ
グメントに注文仕様のソリューションを供与することが可能です。 
 

¾ 秘蔵品検出にあたっての産業特有のアプリケーション：Catenis の POA（proof of 
authenticity：真正性証明）能力は重大な特長であり、これを用いることでグローバ
ル規模の偽造品販売高における年間$1.9 兆の削減に有効となり得ます。48 ただし、
産業に応じて、この能力を多様な形で適用する必要があります。結果、サードパー

ティのデベロッパーは所定の産業のニュアンスに取り組む産業特有のアプリケーシ

ョンを開発し、Catenis にて本質的な POA（proof of authenticity：真正性証明）特長
を構築する可能性があります。 
 

¾ エクイティのマーケットプレイス：デラウェア州法では、米国法人がブロックチェ
ーンに係る株式を発行および取引して費用のかさむ冗長な株式決済プロセスの合理

化を図ることが認められています。Catenis は、実際の株券を移転することのできる
スマート資産をコード化するための機能性を備えることとなります。さらに、

Catenis は暗号通貨を概念化する機能を備えているため、従来の株式投資家は暗号通
貨を直接取引する必要を負うことなく、通常の仲買会社から会社株式を購入するこ

とができます。サードパーティのデベロッパーはこの機能性を活用し、金融コミュ

ニティにとって株式決済プロセスの合理化を図ることのできるようなエクイティの

マーケットプレイスを構築し得ます 
 

¾ トークン販売のウォレット： Catenis を利用することで、自主エージェントをプログ
ラムして、メッセージ受領を条件に、自動的にスマート資産の創造と流通を行うこ

とができます。このことですが、Catenis がトークン販売を含む（ただし、必ずしも
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これに限定されない）効率的で透明なデジタル資産の配布にあたってのプラットフ

ォームになるのを可能にします。しかし、トークン販売プラットフォームを完全に

機能させるには、適切に構成設定されたウォレットの構築が必要となります。必要

なウォレットはビットコイン・ウォレットで、これは Catenis のスマート資産に対応
します。結果、サードパーティのデベロッパーはこうしたウォレットを構築して

Catenis にてトークン販売を有効化する可能性があります。 
 

¾ サービスとしてのハードウェア：Catenis のスマート資産は一定期間経過後に有効期
限切れとなるように設定することで、期間限定のデジタルキー用に使用することがで

きます。結果、スマート資産という形態のデジタルキーが Catenis バーチャルデバイ
スに結合された遠隔ハードウェアにおける機能性を解除しうることから、サービスと

して、安全でブロックチェーン基盤の「ハードウェア」を有効化することが可能です。

サードパーティのデベロッパーはこうした機能性を用いて所定の市場のニーズに対応

するような産業特有のアプリケーションを構築することができるでしょう。 
 

¾ チケットのマーケットプレイス： Catenisのスマート資産は、資産の本来の発行者が
当該資産の再販による手数料を得るのを可能にします。こうした特長を活用するこ

とで、コンサートチケットの発行者は、チケットが二次マーケットプレイスで再販

される場合に手数料を得られるようになります。 サードパーティのデベロッパーは、
Catenis のスマート資産に対応して主要なチケット発行者と統合するようなチケット
のマーケットプレイスを構築することで、こうした機能性を商業化させることが可

能です。47 
 
 

¾ その他：上述した 6つのカテゴリーは、Catenis に構築可能なサードパーティのアプ
リケーションの種別に趣を添えることのみを目的に考案されています。一覧は包括

的ではなく、その他にも可能性は存在します。脱集約型のアプリケーションを着想

して自身のプロジェクトの実行可能性についてご相談されたい場合、Blockchain of 
Things, Inc. にご連絡ください。 

 

脱集約型の App Store および認証プログラム 
 
トークン販売後、当社は「Catenis Decentralized App Store」ディレクトリを発表しますが、
ここでは、サードパーティのデベロッパーは独自のアプリケーションを列挙および販売す

ることができます。必須ではないものの、デベロッパーは、ベストプラクティスを駆使し

て構築されていることを確証すべく、自身のアプリケーションを Blockchain of Things, Inc. に
認証されることを要請することができます。49 
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Economics of Blockchain of Things, Inc. 
 

概観  
 
Blockchain of Things, Inc. は顧客が購入することのできるいくつかの製品/サービスを容易し
ています：1) Pilot Development Kit for API integration; 2) Catenis バーチャルデバイスの創造向
けの階層型サブスクリプションレベル（例：IoT デバイスと Catenis エンドポイントの結
合）; 3) 保守管理サポートパッケージを備えたエンタープライズ認可; 4) 統合によるビジネ
ス補助目的の専門サービス; 5) システム内の全ての主要機能性対象の BCOT トークン 
 
最初の 4 つの製品/サービスの詳細については会社ウェブサイトを確認してください。BCOT 
トークンの詳細は次のセクションに明示されています。 
 
 
 

BCOT トークン  
 
BCOT トークンは Catenis Enterprise および将来の Blockchain of Things, Inc. エンタープライズ
双方における全ての重要な機能性に動力を付与するユーティリティ・トークンです。この

トークンは、Catenis にて使用される際、internal Catenis クレジットに変換し、安全なメッ
セージ送信、ブロックチェーン・データのロギング、スマート資産創造およびスマート資

産移転等の重要なシステム機能性を有効化します。 
 
BCOT トークンは最大総トークン供給を規定するトークン販売に準じて配分されます（詳細
は「BCOT トークン販売構造（BCOT Token Sale Structure）」文書を参照してください）。
BCOT トークンの総供給は、いかなる場合も、最大総トークン供給を上回りません。このこ
とは暗号的に証明可能です。 
 

コスト構造 
 
BCOT トークン販売は Blockchain of Things, Inc. の収益に相当します。基本的なビットコイン
のトランザクション手数料ですが、Catenis が送信される安全な各メッセージ、ログされる
データ、創造/移転されるスマート資産等について、ビットコインのマイナーに支払う必要
のある実コストである、販売品目のコストの大部分を占めます。 
 
基本の Catenis サービスの費用はビットコインのトランザクション手数料市場（およびその
他の因子）を基に変動することから、BCOT トークンは既定のサービス数量を有効化しませ
ん。Catenis でのサービス取得目的上、BCOT トークンの価値はその時点における市価を基に
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決定されます。Catenis サービスの費用は貴ｈンコストに対する変動に左右されます（コス
ト構造予測については次の段落を確認してください）。 
 
当社は、現状、収益の 50% が販売品目（COGS）のコスト、25% が販売/全般/管理（SG&A）、
15% が付加的な開発作業、そして、10% が法人利益に割り当てられることになると推測し
ています。こうしたコスト構造予測は不確実性の高い推定であり、競合ダイナミクスとビ

ジネスのニーズにおける変化に基づいて相当に改訂されることがあります。  
 
 
 
 
 
 

付則 
 

柔軟で拡張可能な N層ソフトウェア・アーキテクチャ 
 
「n層アーキテクチャ」（= レイヤー・アプローチ）は柔軟性、スケーラビリティ、管理上
の容易性、セキュリティ等のいくつかの恩恵を備えています。Catenis のソフトウェア・ア
ーキテクチャのダイアグラムをご覧ください。 
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開発史と将来の作業  
 
Catenis Enterprise の「開発史& タイムライン（Development History and Timeline）」は過去や
将来の「マイルストーン」を詳述し、別の文書として参照でき、「Blockchain of Things（モ
ノのブロックチェーン）」BCOT トークンのウェブサイト（bcot.blockchainofthings.com）に
列挙されています。 
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Catenis Enterprise および Catenis Services は、これまで、大きな変化を経験してきたと言えま
す。「開発史& タイムライン（Development History and Timeline）」文書の「2018年度第 1
四半期以降（Q1 2018 and Beyond）」に記述され、本白書の脚注 20、22、42、48、50 に対
応する部分に参照されている機能性は「会社」によって開発されることはありません。 適
用の購入契約に基づく「BCOT トークン」の購入時点である、現在閲覧可能な「白書」に記
述されている機能性にあたって、当社は、数々の合法的理由から、「BCOT トークン」の仕
様、Catenis Enterprise または Catenis Services に対する変更を実施することがあります。 こ
うしたことは、「BCOT トークン」、Catenis Enterprise または Catenis Services が、今後開発
および保守管理されてゆく中で、適用の購入契約に基づく「BCOT トークン」の購入時点で
のあなたの期待に応えないというリスクを創造する可能性があります。 
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