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プロジェクトの目的 

過去の数年数カ月の間、暗号通貨と（オープンで非集中的なネットワークにおける二重支払

い問題に正しい解決策を提供する最初の試みであるビットコインに導入された「ブロックチェーン

」データ構造から）いわゆる「ブロックチェーン・テクノロジー」に対して、胸躍るような期待が膨ら

み、それはかつてないほど高まりました。コンソーシアム（企業連合）と企業の両方において、

その創業（立上げ）段階から新しいビジネスモデルと応用方法が絶えず提案されています。

この一連のテクノロジーに対して提案された使用方法の多くが、未承認支払いと価値保存手

段の為の単純で明快な活用方法を超えて、深刻な限界と大きな欠点、天真爛漫な期待、

そして不明確な目標を示しました。しかし、具体的な応用として挙げられるのは、自身を明確

な市場の方向性として位置づけたことです。つまり、カスタム化されたデジタル資産または「トー

クン（引換え権）」を発行、送信、貯蔵、交換する目的の為に、ブロックチェーン・テクノロジー

を利用することです。デジタル資産に関する一般ケースは非常に明快である一方、それらを管

理するブロックチェーン・テクノロジーの具体的なメリットは複雑な問題です。それには、安全性

、利用のしやすさ、検閲に対する抵抗性、効率性、プライバシー、監査能力、未承諾テクノロ

ジー、および差し迫った標準化などの問題に関する深くて内容の濃いトレードオフ分析が関わり

ます。これらのトレードオフの最適化は、応用暗号技術、ゲーム理論、分散システム工学、オー

プンソース開発、ユーザー・エクスペリエンス分析、安全志向電子技術、およびその他の学問領

域が関係する、壮大で困難な問題です。今までのところ、全ての選択肢の均衡を図り、利点

を最大化し、問題を最小化するような主流ユーザー製品にする為の取組は、数が少なく、不

完全で、十分な資金も得られず、満足できるものではありません。 

EIDOOプロジェクトは、テクノロジーがもたらす可能性のある大きな利点を犠牲にすることなく、

ユーザーとブロックチェーンに基づく資産との間のやり取りを単純化し、効果的な「ブロックチェー

ンと人間とのインターフェース」を作成することに特化した、オープンで包括的でグローバルな取組

みとしては最初のプロジェクトになりますこのプロジェクトは、一切の中心的権威に依存せずに
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暗号通貨で商品を売買できる為の、および全ての主要な「仮想通貨」と「トークン（引換え

権）」を含む）ブロックチェーンに基づくデジタル資産を貯蔵し、購入し、売却し、移転し、交

換する為の、単純で安全な方法に焦点を当てた、新しく直感的で、簡単で一貫性があり、か

つ安全なユーザ体験を提供する一連の製品とサービスを生み出すでしょう。  

EIDOO ウォレットは、プロジェクト全体の中心テーマです。それは本質的に複数資産であり、モ

バイルの世界用に設計されています。複雑な設定の必要が無く、それでいて最高のセキュリテ

ィ（秘密保護）基準とベストプラクティス（最善実践例）を活用した、全てのトークンを直感

的に管理する為に使用される、ただ一つの統合環境です。暗号通貨とトークンを交換する革

新的なサービスが、直接プラットフォームに埋め込まれるでしょう。この統合交換システムは、バグ

、ハッキングまたは出口詐欺の為に財務損失が引き起こされる可能性のある、集中型カストデ

ィアン・サードパーティーへの資産移転を必要としません。ユーザーは常に自分の資金を完全に

管理できます。長期的には、EIDOOロードマップは、完全に非集中型(分散型)のブロックチェー

ンに基づく市場も含みます。これらの非集中型ツールの周辺で、暗号通貨の使用を容易にす

る為に追加的なサービスが生まれるでしょう。例えば、アプリケーションから離れずに、EIDOOア

プリケーションからデビット・カードに直接リチャージ（残高補充）する能力などです。EIDOOは

また、デジタル身分証明カードを統合すると同時に、偽の国家名を名乗る事に対するウェブ・オ

ブ・トラスト(信頼網)などの設計を使用し、必要とする人々の為にデジタル身分証明ソリューシ

ョンを提供するでしょう。 

EIDOOは既に存在している証明済みの技術と確立されたサービスだけではなく、今はまだ想

像しかできないその他のサービスも統合し、（ユーザーに）付加価値をもたらすインテグレーター

になるでしょう。EIDOOの目的は、ただ単に、他者がしていないことをすることではありません。よ

り安全でより単純な手法を通して既に実現されたサービスを再度見直し、「暗号世界」の複雑

さを管理しやすくしながら、ユーザー体験に焦点を当てて選択の自由を提供することです。今日

はまだ離れている世界同士に、橋を架けたいと思います。私達の意識は、直感的かつ安全に

複雑性を管理できる完全な製品をユーザーに提供することに集中しています。 
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また、このプロジェクトの壮大な挑戦は、異なったビジョンを守ろうとしているテクノロジー社会に

共通のホームと共通の目的を提供し、方法論、手法、設計哲学において健全な競争を引き

起こすことです。ブロックチェーン空間におけるトレードオフは、難しくて複雑です。単純な「妥協」

は、しばしば2つの世界の最も悪い部分だけを得る結果になります。一方、最良の選択は、同

じグローバルなユーザー体験の下、同じ最終目標に到達する為の経路を多様化することになる

場合もあります。これは、リスク管理戦略でもあります。ただ一つのパラダイムだけに依拠しない

プロジェクトに投資することによって、金融社会とセキュリティに大きな影響を及ぼす技術革新

産業においては非常に高いテクノロジー・リスクに対するエクスポージャーを、緩和することが可

能になります。変化する世界では進化しないソリューションは生き残ることができません。方法

論的アプローチとして、EIDOOは、技術的効率、セキュリティ、およびユーザー体験を持続的に

向上させるでしょう。 

ユーザー体験 

私たちのミッションは、異なった一連のテクノロジーおよび異なった設計哲学と安全に相互作用

する単一のインターフェースを作り出し、ユニークで一貫性があり、そして簡単なユーザ―体験を

常に提供することです。EIDOOのチームには、この分野におけるトップ・レベルの専門家が含ま

れています。ミッションを達成する為に、彼らはテクノロジー設計者と協働します。 

今日のソリューションは、しばしば2つの全く正反対のものに分割されています。一方は「オタク

専用」に発想されて設計された堅牢で安全なツールであり、使いやすさの提供には、あまり努

力を尽くしていません。もう一方のツールは、単純で「光り輝くように」見た目の良いプロダクトで

す。しかし、それは顧客を誤らせることがあります。安全ではない行為にユーザーを誘導したり、

時には強制することすらあります。そして、ユーザーの金融資産を危険な目に遭わせます。ブロッ

クチェーン関連のプロジェクトが、ユーザーの十分な理解に対しては関心を払わず、ただ諸条件

と概念だけを利用するのは非常によくあることです。いくつかのトレードオフは逃れることが本質



              

            

 
 

テクノロジー白書-第0.2版-草稿-2017.09.21  

的に不可能ですが、最先端のテクノロジーとセキュリティに関するベストプラクティス(最善慣行

例)は、「専門家」だけではなく全てのユーザーに恩恵を与えると私達は信じています。テクノロジ

ーに関して頻繁に無責任な使い方をすることは、その他大勢の人たちに迷惑をかける可能性

があるので、取り扱うツールに信頼を構築する為には、ユーザーの高い意識が必要です。私たち

は、未来のツールを設計することが有する本質的な複雑性を受諾することも時には必要である

と考えています。複雑なものを簡単にできると思うのは、しばしば、ただの幻想にすぎません。私

達は、これらのテクノロジーに関して、責任と持続可能性のある、かつ慎重な使用を促しつつ、

私達の作業が、これらのテクノロジーの主流としての採用を後押しすることができるよう、努力し

ます。分散システムの面からデジタル資産のセキュリティを管理することは、伝統的な金融の世

界に対して異なった影響を及ぼします。これはユーザー側に今まで以上の慎重さと練習と高い

意識を要求します。「私たち自身の銀行になる」為には、重い責任も伴います。セキュリティ、

透明性、および理解可能性は、ユーザー中心のソリューションを設計したいと思う私達の出発

点です。 

フード（覆い）の下で使用される具体的なブロックチェーンのタイプや、プラットフォーム、基準、

および一連のテクノロジーとは異なる、ただ一つのセキュリティ・パスフレーズを使用することは、あ

まり厳密に技術的ではないユーザーにとっても、実践と維持が容易なセキュリティ行動を形成

する為に重要です。これはブロックチェーン・テクノロジーのセキュリティモデルの中核です。それと

同時に、プラットフォームに対する固有で保護しやすいアクセスポイントの存在が、モジュールの

プライバシー機能や良いエントロピー形成、携帯の利便性、安全なバックアップ・ルーチン等とし

てのセキュリティ機能を悪化させてはいけません。それが、私たちがこのアプリケーションを安全に

する為に「階層的で確定的なウォレット」（Hierarchical Deterministic Wallet）の手法を

使用することを決めた理由です。これは、ユーザーが、自身の資産に対して高い管理能力を持

ちながら、採用する過程が簡単です。それによって、ユーザーは、全ての複数資産口座とアドレ

スおよび署名キーを、ただ一つの秘密の語句（12の一般的な語で簡便にコード化された）で

、安全に維持することができます。また、人々の私財を認識して尊重することは、彼らが最も

良いと信じる方法でそれらを整理する能力を与えることによって、彼らの権限を拡大することを
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意味すると私達は考えます。それが理由で、私達は、集中サーバーが無くてもユーザーが必要

な場合にはいつでもデジタル資産を引き出し、回復できる特別なツールを提供するのです。

EIDOOリカバリー・ツールは、緊急な場合には、簡単な方法で彼らのトークンの完全な利用可

能性をユーザーに提供できるよう設計されています。  

人々は、彼らの過去の経験に基づき、サービスの品質を評価する傾向があります。そしてこれ

は、デジタル資産の交換にも当てはまります。デジタル資産の為のウォレットの取引履歴は、簡

単に読めて、ナビゲートでき、一貫性があり、それでいて詳細で、直感的に理解できるように整

理されている必要があります。私たちはローカル・アプリケーションからサーバーにアウトソースするこ

とを可能にするオプションを持つソリューションを設計しました。プライバシーとセキュリティを犠牲

にすることなくブロックチェーン・システムに保存される情報を加工し、整理する為には、或る程

度の複雑さは不可避です。新しい種類のカスタム・トークンは、シンプルで安全なネーミング・シ

ステム（Naming System）と、フィッシングの試みと不正行為を回避する設計によって、ウォ

レットに自動検出され、利用可能な状態にされます。身元、評判、およびアドレスを最適に管

理することは、良く設計されたユーザー体験の重要な部分です。EIDOOウォレットは、セキュリテ

ィに関して利用し易さを伴ったベストプラクティスを活用しつつ、この問題に焦点を当てます。  

「スマート」資産 

Eidooウォレット、および、それに関連する全ての製品とサービスは、デジタルでブロックチェーンに

基づく「スマート」資産に対する、安全で簡単な管理を、その中核に持つでしょう。  

デジタル資産を、株式、債券、借用証書(IOUs)、権利などの代用品として使用する事の可

能性に対する関心が継続しており、高まってります。デジタル資産を、株式、債券、借用証書

、権利などの代用品として使用する事の可能性に対する関心が継続しており、高まってります

。近年、状況を改善する為にブロックチェーン・テクノロジーを利用しようとする取組みがいくつか

ありました。この現実的な理由は、おそらくマーケティングに関係しています（「ブロックチェーン」
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や「暗号通貨」に関する誇大広告が原因）。しかし、デジタル資産の発行、貯蔵、および移

転に関しては、集中管理型受託システムに関連して（または集中管理型受託システムの代

わりに）ブロックチェーン・テクノロジーを使用するやむにやまれない理由があると思います。

EIDOOウォレットは、問題となる部分や、重複部分、役に立たない過剰設計、および技術的

な行止まりを最小限に抑えながら、この理由に焦点を当てつつ新しいブロックチェーン関連のツ

ールや実務の利点を最大化するよう、開発が進むでしょう。 

これらの理由の1つはしばしば、オープン・デジタル資産プロトコルの「社会的なスケーラビリティ」

と呼ばれます。集中管理型で独占的なソリューションはプッシュするのが困難であるのに対して

、オープン・ソース型で事実上の規格となっているものは、採用の為の障害を少なくし、相互運

用性を高める為に利用することが可能です。いくつかのニッチ市場で、その内側の世界の価値

命題（付加価値）の為にブロックチェーン・テクノロジーの採用が限界点に達したならば、次に

、デジタル資産もまた既存の強みを活用して、同じプラットフォーム上で発行することができるよ

うになるでしょう。つまり、ウォレット、市場、交換、流動性提供、ライブラリ、ブロック・エクスプロ

ーラ、API（APIs）、規制の枠組み、安定したハードウェア、ユーザー習慣などです。カスタマイゼ

ーションの必要性が小さければ小さいほど、プロセスのフリクション（摩擦、問題、コスト）も小

さくなります。  

もう一つのやむにやまれない理由は「モジュールの機密性」です。中央管理型で信頼に基づくソ

リューションは、ユーザーのプライバシーを危険に曝し、そして発行者に重い規制上の負担を課し

ます(顧客の身元確認および状況把握等（KYC）、AML、プライバシー法、資産に固有の法

令、および許認可問題、等）。これらの問題のうち一部は、技術的に不可能な枠組みの中

でなら容易にすることができます。  

従って、Eidooクラウドの中でデータの一部が維持されるハイブリッド型の交換ソリューションは

全て、通常のKYC-AML（KYC-AML）実務（行為）の対象となります。一方、非集中型

ソリューションでは、このデータは、ユーザーの機器上にだけ存在します（存在している限り）。  
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この機能は、（デジタル・プラットフォームに関して重要性が増している問題である）プライバシ

ーの観点からユーザーにとって利点となるだけではなく、規制上の面からも発行者自身にとって

責任を逃れる手段となります。  

ブロックチェーンに基づく「スマート」資産を使用する3番目の理由は「モジュールの監査能力」で

す。集中管理型で信頼に基づくソリューションでは、発行者がいかなる方法でも帳簿を操作で

きるでしょうが（例：供給を膨らませる、分配を変える、金額およびユーザーをブラックリストに

載せる、取引履歴を改竄する）、一方、ブロックチェーン・テクノロジーは正しい行いの確固たる

証拠を提供する為に利用することが可能です（一定の条件を前提として）。発行済の資産

額、準備額、帳簿履歴の非改竄は全て、ブロックチェーン・テクノロジーの正しい活用によって

暗号的に証明可能ですし、または独自に監査することも可能です。  

最後の関連理由は「強い自動化」に関する可能性です:信頼が低い、または信頼が最少の

取引で、自動的で中止できなく、カウンターパーティ・リスクが低いか、または全く無いものは、  

ブロックチェーンに基づく資産にとって潜在的に、自然な拡張対象です。広範囲の金融商品と

ツールの自動で、オール・デジタルの「配当」「ロイヤリティ」、議決権のように、広範囲の金融商

品に関する自動的で全てデジタルの代替商品およびツールは、現在の集中管理された使用

例や、ハイブリッドの使用例に対しては興味深いでしょう。しかし、より高度なシナリオにおいて、

もっと重要かもしれません。 つまり、オラクル・ベースの「スマート財」や「DAO」（DAOs）など

においてです。カウンターパーティ・リスクが無いのは、多くの金融的、商業的、および物流の使

用例の社会的スケーラビリティにとって有用でしょう。 

交換（取引） 

暗号通貨の到来は、サービスの非集中化に向かってすばらしい後押しとなりました。そしてそれ

は、ユーザー基盤に対して、より高い透明性とセキュリティを提供できるものです。なぜなら、そ

れは、不具合の理由がただ一つのポイントであることを回避するからです。そして、誰もが、何
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が起きたのかについて、完全な会計記録を持つことができるからです。集中管理された信頼ベ

ースの取引所は、使用しやすく、高度な取引機能を提供します。しかし、それは、セキュリティに

関して検閲のリスクがあることも意味しています。いくつかの取引所は他よりも用心深いですが

、しかし、暗号通貨の場面では、ハッキングはよくあることです。大きな不具合(MtGoxから、最

近のハッキングまで)は、エコシステムのこの特定のポイントに関する極端なもろさを示しました。

そうでなければ、非常に堅牢で、全く脆弱性はありません。  

可能な解決法としては、集中管理型に依拠しない、信頼を受けたサードパーティーが顧客の資

金を保持することのない取引所です。分散型（非集中管理型）で、信頼に依拠しない取

引所です。このシナリオでは、取引は、自動化されたプロセスを通してユーザー間で直接に発生

します。非集中管理型の取引所が集中管理型の取引所に勝っているのは、以下の点です。

すなわち、「信頼に依拠しないこと」(取引所のセキュリティや誠実さを信じる必要はありません

）、公的な監査能力、動作可能時間の保証、プライバシー。  

しかし、この考えには、深刻なリスクがあります。現在の実験では、ユーザーが絶えずオンライン

であるよう要求されます。または、ユーザーが複雑な行為の実行を要求されます。取引が非常

に遅く、費用も高価です。流動性が非常に低い（出来高が少ない）です。そして、高度な

機能が欠落しています。確かに大きな利点はあるものの、目下のところ、純粋に非集中管理

型の環境は、集中管理型の取引所が見せるだけの効率性を見せることができないという現実

に直面しています。取引所のサービスにとって迅速性は命です。だから、トップ・トレーダーは、光

ファイバーで取引所と直結した環境下で競争しています。 
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身元証明 

アドレスを正確なデジタル身元証明と関連づけることが必要な一連の使用もあります。以下に

例を挙げます。 

 政府によって認識された身元証明に関連するアドレス。例えば、公的機関の範囲内で、税金を払う為

、または特定使用の引換え券を受け取る為。または、非集中管理型の暗号通貨取引所のように、

KYC-AMLを必要とする使用の為。 

 一定水準の証明済み評価を必要とする可能性のあるアドレス。例えば、店舗のアドレス。信頼網の

仕組みを通して保証可能な身元証明。 

Eidooは、デジタル身元証明として、明確に目に見える関連アドレスを維持します。だから、或

る程度、プライバシーの水準は下がります。ユーザーは、アドレスに関して低い水準のプライバシー

アドレスを使用するかどうかについて、依然として責任を負います。 
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一つの目標、二つのチーム 

Eidooは、2つの異なるアプローチと実施（施行）を含む、壮大なプロジェクトです。ブロックチ

ェーンに基づくスマート資産に関する簡単で安全なウォレットという同じビジョンが、以下の通り、

具体化でしょう。 

 ERC20標準規格とEVM取引 （EVM contracts）に基づいて迅速で使いやすく、既存の価値基準

を破壊するような、フレキシブルで多機能で、すぐに使える状態のEthereumインプリメンテーション。ファ

ンディングの為にトークン・システムが内臓されている。 

 新しい資産プロトコルRGBとオフ・チェーンの信頼されたコンピューティングに基づく、安全でスケーラブルで

長期指向で、プライバシーを遵守したBitcoinインプリメンテーション。伝統的で非利潤追求型のオープン

・ソースによるファンディング・アプローチ。 
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Ethereumチーム 

Ethereum:アプローチと方法論 

Ethereum ブロックチェーンは、過去1年間、相当な注目を集めました。そして多くの会社が、

Ethereumの「スマート取引」の提供する高い柔軟性を活用して、自身の会社のプロジェクトの

為にEthereum ブロックチェーンを利用することを決めました。   

これは、Ethereumトークンの増殖を引き起こしました。しかし、同時に、ユーザーアプリケーション

は、使いやすさのセキュリティ水準において、まだ公約した段階にはありませんでした。 

この理由は、Ethereumが、まだ、ごく実験段階の技術であり、未完成で、急速な進化を遂げ

ている途中であるということです。その上、Ethereumが提供するスマート取引のタイプを可能に

した「口座ベース」のアプローチは、まず他の観点から見て脆弱であり、特にプライバシーに問題

があります。 

Eidooの目的は、現在実装されているテクノロジーを使用して可能な限り最良のユーザー体験

を提供することです。プラットフォームの進化を追跡しながらそれに適応し、主要な技術ギャップ

を埋めようとするものです。  
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Ethereum:ウォレット構造 

ライト・クライアント 

Ethereumでは、「ライト・クライアント」という用語はテクノロジーを意味します。それはBitcoin

環境におけるSPVコレスポンデントです。 

簡潔に述べると、他のノードによって受け取られた情報を正当と認める為に必要な全てのハッ

シュ・チェーン（hash chains）に関して確かめる「クライアント」の能力から構成されます。それ

は、自身のEthereumアドレスについてだけ関係するものであり、全体のブロックチェーンをダウン

ロードして有効化する必要のないものです。  

残念ながら、ライト・クライアントEthereumの確実なインプリメンテーションは存在していません

。全て実験段階であり、まだモバイル機器で機能できないくらい重いです。  

Eidooの目標は、Ethereumのライト・クライアントをモバイル機器に搭載することです。しかし、

差し当たり、以下の通り、妥協案を採用せざるを得ません。  

 ブロックチェーンのデータに索引をつけるサーバー 

 ユーザー機器上のクライアントは、インデクシング・サーバーから、それに関する情報を得ます。 

 選択肢として、ユーザーの信頼の、Ethereumフル・ノード。クライアントは、それに対して、インデクシング・

サーバーから受け取ったデータをチェックする。  

フル・ノードだけでは不足です。なぜなら、それではアドレスの残高しか知ることができません。

Ethereumフル・ノードには、アドレスに関する全ての取引に索引をつける必要がありません（

残高ですら、そうです）。それはトークンに関するデータに索引をつけません。それは、彼の目か
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ら見ると、blockchainで記憶された状態を構成する一般的なデータのグループを修正するスマ

ート取引(smart contract)を執行する為の単純なコードです。  

インデクシング・サーバーには、ブロックチェーンに関する全ての取引を高い水準で分析する任務

があります。アドレス毎に動きに索引を付け、トークンの動きを表しているのはどれなのかを見極

め、またトークンの動きに索引を付けます。 

これは、直接モバイル機器ですることができないくらい重いです。  

簡略記憶に関する迅速性 

Ethereumは、Bitcoinと他の多くのブロックチェーンによって使用されたのと同じデジタル署名ア

ルゴリズムを使用します。Bitcoinは、長い間、キー生成とストレージの標準規格を定義していま

す:BIP32 および BIP39. 

これらの標準規格は、階層に応じてただ一つのシードから多くのキーを得る方法を定義します。

および、キー生成に関するシードを得る為に、簡略記憶用の単語や語句を作り出して使用す

る方法も定義します。 

Eidooは、すべての管理されたウォレットに関するキーを作り出すのに、同じ簡略記憶語句を使

用するでしょうEthereumであれ、Bitcoinであれ、その他のブロックチェーンであれ、その違いは

派生経路だけです。つまり、ユーザーは、簡略記憶語句を保存する心配だけしていればよいの

です。 

複数ウォレット 

Ethereumは「口座ベース」のブロックチェーンです。つまり、Ethereum口座には定常アドレスが

あります。そして、全ての関連資産（トークンですが、それが相互作用を持つ全てのスマート取

引も含みます）は、公的にその一つのアドレスと関連づけられており、したがって、プライバシー

は完全に欠如しています。 

残念ながら、現状では、プライバシー・リスクを小さくする為にユーザーにできることは、ただ、複
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数のウォレット上の資産を手作業で分割することだけです。それらがごっちゃに混ざらないように

注意をしながら、です。 

だから、ユーザーにとって重要なのは、Eidooが複数の別々のウォレットを管理する能力をユーザ

ーに提供したということです。そしてこれは、異なったBIP32派生経路を使用しつつ、全てのウォ

レットの為にただ一つの簡略記憶語句を維持しながら、同じシードから適切なキーを生成するこ

とによって実現しました。 

取引履歴 

Ethereum ブロックチェーンは、直接それぞれの口座のステータスを保存します。したがって、或

るアドレスの残高を知る為には、それが関連しているのがどの取引なのかを知る必要はありませ

んだから、現在流通しているウォレット・クライントの大部分は、取引履歴に関する情報を提供

しません(特に、他の口座からのETH債権（受取予定金）に関しては）。 

ユーザー側から見ると、Ethereumまたはトークンの移転履歴は、ほとんど残高と同じくらい重

要な情報です。 

事情を複雑にしているのは、私たちがスマートEthereum取引（および、全てのトークンがスマー

ト取引）の最中には、資産を移転する概念とブロックチェーンにおけるEthereum取引との間

に、既に1対1の対応が無いという事実です。 

Eidooクライアントは、主に、取引を特定する為に「インデックス」サーバを使用します。そしえ、そ

れにはアドレスが関与します。全ての取引データの分析ロジックは、最終的に、完全に信頼さ

れたEthereumノードを使用して情報を有効化できるように、クライアント上で再現されます（

例：トークン・シフトの発見）。 
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Ethereum:「スマート」資産 

Ethereumプロトコルは、ブロックチェーンの世界に、書き込む能力と、ネットワークの各シングル

・ノード上にある汎用バーチャル機器の状態をグローバルに証明できる能力を提供しました。この

設計は、ブロックチェーンの使用において、単純な価値の移転を遥かに超えた一般性と柔軟

性を可能にしました。スマート取引を執行し、ステータスを確認する能力に加えて、Ethereum 

ブロックチェーンは、カスタム資産を作成し、管理する為に使用することができます。これらの資

産は、ERC20として知られる有名な標準規格に沿った、実際のスマート取引です。 

EIDOO Ethereumウォレットは、ERC20トークン・テクノロジーを完全にサポートします。 

現在のところ、ERC20トークンに関して、固有と名前とシンボルを強制することは不可能です。

ユーザーは、既存のものと同じ名前またはシンボルを持つ新しいトークンを作成できます。この事

実は、ウォレットの簡単で安全な使用の為には問題です。各トークンには異なったEthereumア

ドレスがありますが、人間が読み、書き、記憶し、比較するのが困難な複雑な英数字コードで

あるので、通常、各トークンは、名前や略称、アイコン記号として認識されます。EIDOO 

Ethereumウォレットは、特別なインデックス（special index）を実装します。これは、法人格

や非公式な人格を伴った会社が発行したトークンや、正当なトークンをグループ分けします。こ

の特別なインデックスと同じ名前/簡略名/シンボルがあるトークンは、信頼されていないとして

EIDOOではレッテル付け（ラベリング）されます。詐欺やフィッシング、誤解を回避する為です

。 

トークン自動発見 

あなたは、Ethereum ブロックチェーン上で保存された口座のステータスでは、Ethereum残高

を見ることはできますが、トークンの残高は見ることはできません。実際、Ethereumの目から見

ると、トークンは、その他のスマート取引と何ら変わりはありません。それらの残高は、トークン・ス

マート取引の状態の範囲内に留まります。したがって、ユーザーが或る特定のトークンの残高を
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知る為には、スマート取引に直接クエリーをかけることが必要です。なぜなら、或る口座がどのト

ークンを所有しているのかを、事前に知ることは不可能だからです。 

幸い、Ethereumトークンを移動させるEthereum取引は、ブロックチェーンに保存される取引レ

シートと呼ばれるデータ構造によって、認識することが可能です。 

インデクシング・サーバは、（トークン・シフトを含む）特定アドレスに関連する全ての取引を記

録します。Eidooクライアントは、また、残高を知る為にスマート取引にクエリーをかけた上て、こ

の取引リストからトークンを控除します。 

Token Sale エンジン 

全てのEthereum Token Saleにおける参加メカニズムは、サブスクリプション・データ（原則、

ETHの送信先となりうるアドレス）のウェブサイト上の公開に基づいています。残念ながら、ウェ

ブサイトは、公開データを検証するメカニズムを組み込んでいないため、そのような非常に重要

なデータの公開における正しいツールではありません。  

結果として、Token Saleのサブスクリプション・データ公開システムは、 攻撃の最初の標的とな

り、最近の事例でも都合よく利用されています。 

PGPなどのデジタル署名ツールが使用できますが、結局これらを気にかけないユーザーにとっては

、不慣れな方法でしかありません。 

Eidooは、サブスクリプション・データの為にデジタル署名を用い、 Token Saleの運営者に安

全な配信サービスを提供します。このサービスをウォレットに統合することによって、全パラメーター

の自動化が可能となり、シンプルなユーザーインターフェースを通じて、ユーザーおよびサブスクリプ

ションにとって署名が完全に透明性の高いものとなります。 
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Ethereum（イーサリアム）：交換（取引） 

EIDOO Ethereumウォレットが目指しているのは、取引を決済し終了させるEthereumスマート

取引によって構築された、安全で透明性が高く部分的に非集中型の資産取引所を統合す

ることです。各ユーザーが取引する資金を持っていることから、スマート取引・ウォレットにはセキュ

リティが提供されます。非集中決済型の取引所における従来の反応の遅さと大きな費用は、

オフチェーン（ブロックチェーン外の）オーダーブックとサーバーによって解決されます。これによって

エンドユーザーは、取引可能残高に応じてオーダー作成ができ、オーダーがEthereum上で合致・

実行されるまでは何もチャージされないという従来の取引の慣れ親しんだ方法を用いることがで

きます。この構造は、オフ・チェーンのオーダー作成能力を提供するだけに止まりません。これはユ

ーザーの代わってオーダーをクリアーし、決済の為にEthereumに直接注文を投げます。これは複

数階層のセキュリティを提供します。フロントエンドおよびオーダーブック（注文帳）サーバーなど

の異なる部分が、注文が有効であり執行可能か否かに関して会計チェックを行います。そして

チェックを通れば、決済の為にEthereumネットワークに送られます。Ethereumネットワークで

一連の最終チェックが行われ、それも通ればトレードは決済されます。このハイブリッドシステム

は、中心となる注文帳簿を持つ他の非集中型取引所よりも、更に遥かに速いスピードを提供

します。しかし、ユーザーは、自分自身で追加発行を行って、取引をクリアーしなければなりませ

ん。その場合、複数のユーザーが同じオーダーの為に競争して、どれが優先すべきかユーザーが決

定するのを待たなければならない場合もあります。Ethereumで稼働するスマート取引のシステ

ムは、仮想通貨残高の所有権に関するキーとしてチップ上のキー・ペアを使用するように設計す

ることもできます（トークンおよびEtherの両方）。そして所有権キーは、政府が認定したデジタ

ル身元確認と密接な関係があります。これによって、キー紛失（スマートカードの紛失または盗

難）からの復旧、または取引受信アドレスの検証の安全性向上（例：トークンまたはEther

を政府が認証した身元の人物に直接送信）のような、オプション機能が可能になります。 
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これは、EIDOOの中央注文帳（セントラル・オーダーブック）サーバーがオンチェーンで決済が保

留されていたオーダーを自動消去してリストから削除することで解決され、エンドユーザーにとって

より速く感じられるようになり、集中管理型取引所の効率に近い作業が期待できます。 

集中管理型コードで実行されるプロセスの暗号認証証明によって、EIDOOは、そのようなコード

の正しい執行に強い保証を提供するので、予想される注文マッチングのアルゴリズムに対して

悪意的な変更を加えることは不可能です。 

さらに、この構造は、変更不可能なスマート取引に最終的かつ最重要な階層を持ってきており

、経理とセキュリティに関しては少なくとも３階層を提供します。 

Ethereum（イーサリアム）：身元確認（アイデンティティ） 

過去十年間、高所得国では、デジタル身元確認（デジタル・アイデンティティ）を市民に提

供し、より簡単でより効率的な官庁へのアクセスを可能にするため、政府が政府認証基盤（

Public Key Infrastructure）（PKI）の試験と開発を進めています。こうしたPKIは、通常、

各市民にチップの入った個人スマートカードを提供することによって行われています。チップには、

キー・ペアが含まれています。このキー・ペアの秘密キーは、書類へのデジタル署名、または様々

な官庁に対する認証に使用できます。政府は、キー・ペアの公開キーを保持し、PKIの認証局

を組織・管理しています。こうしたスマートカードは、ハードウェアウォレットが提供するものと同様

のセキュリティ保障を持っています。つまり、キー・ペアの秘密キーをチップから容易に抜き取ること

はできません。 
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Ethereum（イーサリアム）：市場 

仮想通貨によって、物品の取引における仲介業者を排除し、ユーザーおよび取引業者が取引

手数料を節約することもできます。この取引を増加させる為に、私達は非集中管理型市場を

発展させようともしています。 

ここでは、ユーザーが自由に店舗を開き、仕事の成果物を販売することができます。店舗のコン

テンツは、ユーザーのサーバーによってホスティングされていますが、IPFSプロトコルのサポートも提

供されています。(https://ipfs.io/) 

まず最初に、これは交換（取引）サービス用であるため、EIDOOによる集中管理型サービスに

よって、店舗に検索機能が備えられています。 

堅実性が確認でき次第、より非集中管理型の検索方法を追加します。おそらく、Kademlia

ネットワーク（Kademlia-network）が、これを達成する為に用られる方法です。 

トークンを動かす為の全てのキーは、ユーザーの完全な管理下にあります。取引は、スマート取引

または人間のエスクローのどちらかを用いて行われ、どちらにするかは毎回、売り手と買い手の

両者の契約によって選択されます。 

各取引で、ユーザーと店舗の両者が署名したフィードバックが作成されます。全てのフィードバッ

クは、IPFS プロトコルによって、ローカルでも再度オンラインでも保存されます。 

EIDOOに身元証明を持つという提案は、プロジェクトのこの部分に対して非常に重要な役割

を持つでしょう。そしてそれらは、この使用ケースに関する適合性を高めるべく、さらに研究が進

められるでしょう。最近、Ethereum（RaidenネットワークおよびPlasma）(Raiden Network 

and Plasma)とBitcoinの両方におけるライトニングネットワーク（Lightning Network）技術

を開発しようとするチームも多くいます。 

私達は密接に彼らの開発をフォローし、一般ユーザーの使用に対する安定性が確保され次第

、統合する用意をしています。 

https://ipfs.io/
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Bitcoin チーム 

Bitcoin（ビットコイン）:アプローチと方法論 

EIDOO Bitcoinウォレットは、ソーシャル・スケーラビリティ、監査能力、自動化、および特に機

密保持といったデジタル資産に関するブロックチェーン・ベースのソリューションがもたらす最大の

利益と考えられる重要な部分を最大化します。この反対の思想に基づいた、保守的でセキュ

リティ中心のアプローチ、およびオフチェーンの技術的スケーラビリティに特に焦点を当てたこれら

全てのものは、Bitcoin哲学に特有のものです。  

私達は、一般資産の分配のような特定のケースに特化した新しいソリューションを追求すること

は、非常に難しいと考えています。そうではなく、私達が行いたいのは、インフラだけではなくエコ

システムも利用した、既に普及して十分に採用されているソリューションを活用することです。そ

れによって、必要なカスタマイズ部分を減らし、下位互換性を破壊するリスクを最小化し、高

い採用率の実現を図ります。これによって、本プロジェクトの普及に対して否定的な意見も無

くなり、受け入れられやすくなります。 

さらに、不変性、検閲耐性、安全性の高さが証明されている、既存のエコシステムを活用する

ことで、堅実で公正な、証明可能な環境を発行者に与えます。この環境の持つ、証明可能

で誠実で確定的な性質によって、発行者は、集中管理型で信頼に基づく当事者がいなくて

も、取引の公正さを暗号によって証明することができます。  

信用できず途中で止められない完全自動取引をいくら開発していても、実際の商業的な使

用からは乖離します。従って、私達は、カウンターパーティリスク（取引相手方に対する与信リ

スク）についても非常に研究しています。「配当」または「バイバック（買戻し）」の為の、自動

アトミックスワップとプロキシとしてのソリューションは、既に集中管理型のケースに使用されており

、非集中管理型の取引所、オラクルを用いたスマート取引、スマート財産などのような未来の
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シナリオの構成要素にもなり得ます。もちろん、こうしたシナリオは、独立したブロックチェーンの

資産を副次的に直接使用することも想定しています。 

また、スケーラビリティという概念は、先月重要な役割を果たしたことから、最も重要です。取引

の限界が本プロジェクトの機会を制約してしまう為、大量の取引を扱えるようになることが、本

プロジェクトの基本的な要件です。 

ライトニングネットワーク（Lightning Network）は最高品質のソリューションを提供しており、

この問題を解決するだけでなく、機密保持のような、本プロジェクトの既に議論されている他の

重要部分も改善します。 

しかし、本プロジェクトにおいて最も重要なことは、機密保持とユーザーのプライバシーです。信

頼ベースのソリューションとEthereum ERC20は、取引の追跡、管理、または規制において技

術的に不可能なことを抱えている発行者に対し、いくつかの障害をもたらします。確かにこれは

、非公式な発行者にとっては特に興味深いものかもしれません。また、規制と評判という点か

らリスクを負う可能性のある規制対象法人にとっても興味深いものかもしれません。 
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Bitcoin（ビットコイン）:ウォレット構造 

EIDOO Bitcoin Walletでは、Bitcoinのブロックチェーン上で、安全で、かつユーザーが利用しや

すい方法で、一般資産を管理することが可能になります。私達は、既存のソリューションとサー

ビスと共に、高水準のセキュリティだけではなく、素晴らしい相互運用性および互換性を利用

する為に、Bitcoinのエコシステム上で現在利用できるベストプラクティス(最優良事例)に従って

ウォレットを構築することを選択しました。 

このウォレットのキー機能は、12-24個のフレーズから、BIP39規格に応じたシード（seed） と

呼ばれる、確定的キー・ペアを生成することです。この設計上の選択は、セキュリティの目的で

為されました。パスフレーズ（ブレインウォレット（brainwallet））を用いるウォレットの生成と

いったような他の選択肢は、資金盗難の標的にされる可能性が高くなる低水準エントロピーを

理由に、検討されませんでした。それに加えて、セキュリティ向上の為、ウォレット作成中は、

BIP38に記載された通り、ユーザーは、上記プロセスによって生成されたプライベートキーを暗号

化する為に用いられるパスフレーズを採用することができます。 

ウォレットの他の主な機能は、BIP32に従ってプライベートキーとアドレスを生成することであり、こ

の様に確定的階層ツリーを利用します。これによって、不便で、エラーや失敗の可能性が高い

キー・ペア証明が不要になります。このプロセスも、ツリー生成の標準化を目的としたBIP43およ

びBIP44に記載された2つの拡大によって改善されます。このコンポーネントは、Bitcoinエコシス

テムにおいて最も素晴らしいウォレットの互換性を確保する為の基本コンポーネントです。 

ベストプラクティス（最優良事例）は、初期設定状態（デフォルト）で使用されます。実際

、機密保持は最重要課題であるため、例えば変更がある場合などは毎回新規アドレスが必

要になり、ウォレットは、上記BIP32、BIP43およびBIP44に従って、古いアドレスの再使用を避

けて新規アドレスを生成します。  

機密保持以外の私達の主な懸念事項は、また、Bitcoinインフラとそのエコシステム上におい

て可能な限り活用できる能力です。その為、ウォレットは、ライブウォリー（LibWally）（ウォレ
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ット開発の為に焦点が当てられた、十分試験済みの根本的な機能の集合体を含むクロスプ

ラットフォームおよびクロスランゲージ・ライブラリ）を活用することによって、実現されます。これに

よって、本プロジェクトの堅牢性、安全性、開発スピードが向上します。 

Bitcoin（ビットコイン）:「スマート」資産 

RGBウォレットに伴う、それ以外の主なプロダクトはRGBプロトコルです。これは、機密保持と、

既存のBitcoinエコシステムとの互換性を最優先しつつ、一般資産取引の為の別の方法を開

発することを目的としています。 

私たちは、必要な機密保持水準を得る為に、カラード資産（有色資産）にタグ付けする別

の方法を開発しました。これは、他の既存のカラードコイン・プロトコルとは異なるものであり、

Bitcoinブロックチェーンまたはそのネットワーク上で犯罪分析を実行する誰にとっても見分けの

つかないものです。  

実際、私達のソリューションは、資産履歴の機密保持に焦点を当てています。それは、既存の

カラード・コイン・プロトコルとは異なっています。なぜなら、カラード取引を識別（特定）し、その

完全性を証明する為に私達が使用するのは、オーダーでも、パディング・オーダーでも、またアウト

プットされた指数ポジションに基づいた他のいかなるバージョンでもなく、単にアウトプットのアドレ

スの存在だからです。望まれる水準のプライバシーを格納するポイントは、取引に関係する二者

以外にはカラード取引を解読できないということです。 

機密保持は、私たちが実現を目指した唯一のメリットではありません。現在のプロトコルの殆ど

が保管に失敗した両SPVノードとの互換性や、異なる資産毎にカスタマイズ可能な手数料（

これは、トークン保有者の一人が資産の引出しを決定するまで、高いプライバシー水準で保管

されます）は、重要な機能です。それらの両方が、選択肢（任意、オプション）と見なされて

います。つまり、まず第一にプロトコルへのどんな変化も特にプロトコル自体に影響えないという

こと、第二に、自身の資産の発行を超えた完全な管理権を発行者に与えるということです。 
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スケーラビリティも、RGBプロトコルにおける重要な要素です。この理由から、私達は、プルーフ・

チェーン（Proof Chains）と呼ばれる、ピーター・トッドによって開発された新規概念の実装に

ついて研究しています。事実、二重支払いという問題があるため、取引発行の為に資産履歴

を見るのでは不十分です。この問題の対応・解決の為に、実際のソリューションでは、機密保

持とスケーラビリティを交換取引します。新しい概念を用い、私達は公開者を利用することで

現状を改善できます。この公開者は、一回だけ使用可能なシールを使用します。このシールが

ある当事者は、不正行為の可能性の無い、不成功二重支払ではないという証拠を作成しま

す。 

また、RGBプロトコルには、自身のスクリプト言語があるでしょう。これは、トークン移転が守るべ

き行為を記述する機能の可能性を、資産発行者に提供します。スマート取引と未定義コード

の振る舞いに関する予測不可能性を回避する為に、完全チューリング（Turing complete

）にはならないでしょう。  

スクリプト言語に直接関連して、取引スクリプトに記載されたルールと照らして資産履歴が有

効な否かをチェックする確認システムも存在します。最終的には、発行者が、人間の読める取

引を各RGBカラードコインに付けます。そのような覚書は、発行者に対する最終取引によって資

産を引き出すときに資産保有者が持つ権利を明確化します。この取引は発行者がデジタル

署名し、タイムスタンプが押され、発行取引に委ねられます。発行取引は各ユーザーが次に回

し、そして、EIDOOウォレットに直接―必要証拠、デジタル署名およびタイムスタンプ証拠と共

に―格納され、 それにより、EIDOOユーザーにとって権利の主張と、発行者が証明可能な誠

実な態度でいることの許可が、簡単になります。 

RGBスクリプト言語は、改版され、また、その正式版は、検証ルールが流通市場においてユー

ザー間でデジタル資産を伝達することを承認します。以下バージョンでは、全ユーザーによって各

取引でデジタル資産が常に正しく移転されることだけでなく、取引が、資産の究極な買戻し可

能性を許可する、より複雑な条件のセットを尊重したことも、許可します。このようなルールの

例としては、移転される資産額に比例した手数料、または、各取引に付けられ、資産を最終
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的に買戻し可能にする為に、発行者に定められた、Block Height（ブロックの高さ）が挙げ

られます。追加試験と検証が必要な追加機能が、上位互換性を破壊せずに簡単に導入さ

れる一方で、この保守的なアプローチは、 初日から資産移転の為のプロトコルの安全性とユー

ザビリティを許可します。 

最終的に、スクリプトの表現力を向上をさせる為に、RGBプロトコルはハードウェア・セキュリティ

・モジュール（Hardware Secure Module）を活用します。HSMは、資産の動きを描写する

のに用いられるスクリプトのような、一般的なスクリプトを動かすことができる、ハードウェアの不

正開封防止機構が付いた信頼されているコンピューティング機器です。HSMサーバーによって、

Bitcoinブロックチェーン上で直接、より複雑なスマート取引を任意に実行することができるだけ

でなく、HSM サーバーは、ハードウェア・オラクルとしても役立ち、オフチェーンの出口からスマート

取引の契機となるデータを引き出します。事実、自然に、RGBプロトコル―ブロックチェーン上の

他の移転用プロトコルに類似した―は、内側からそのブロックチェーンに向けて発生するデータ、

ゆえに、時刻、手数料、または金額といった非常に基本的なデータを活用することができます。

発行者が、現実世界でイベントが発生した時だけ移転されるようにデジタル資産をプログラミン

グしたいと思った時、スマート取引のトリガーとなる為にオラクルが必要になります。これこそ、まさ

に、信頼されているコンピューティング環境を提供するハードウェア・オラクルであるHSMが役立つ

部分であり、これによって、発行者・ユーザー両者にとって、想像も及ばないケースが可能になり

ます。 

このような技術を使えば、資産の取引をする発行者またはトレーダーは、資産を移転できるよう

にする為の取引の条件および様々な要件に強制的に従わされることになり、HSMを破壊して

一部不正する為の、発行者またはユーザーにとって唯一の選択肢を残しますが、如何なる場

合でも彼らが何かを盗むことはできません。そこで、EIDOOは、安全に格納され、スマート取引

およびオラクルサービスをネットワーク全体に提供するHSMマシンを数台提供します。 
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Bitcoin（ビットコイン）:交換（取引） 

ライトニングネットワーク（Lightning Network）は、非集中決済型の取引所の開発に大い

に活用されることになります。 これによって、EIDOOユーザーは、より安全かつ機密性の高い環

境で、一般資産または仮想通貨を移転できるようになります。   

既存の取引における最大かつ過小評価されている問題の一つは、ユーザーがカウンターパーティ

を信用し、カウンターパーティに自身の商品の完全な管理を任せる必要があるという事実です

。被害者は常にドアの後ろに隠れているものです。ですから、たとえ一般的に信用できる、信

頼されているカウンターパーティと関わっているとしても、カウンターパーティリスクは、常に考慮しな

ければなりません。ライトニングネットワークを活用し、如何なる方法でも不正行為を働くことは

できないユーザー間で取引が発生することで、カウンターパーティリスクを排除することができます

。 

他の大きな改善点は、ピアツーピアの非集中管理型の環境でオフチェーンの取引を利用するた

め、ユーザーがより良いプライバシーを享受できるという事実です。 

オフチェーン取引と呼ばれる技術のおかげで、手数料コストと待機時間という、Bitcoinが2017

年に抱えていた最大の弱点において、ライトニングが大きな進化をもたらすということは確信を

持って言うことができます。前述の仕組みを活用し、確認時間が10倍以上削減され、取引手

数料がほとんど発生しない市場を創出することができます。 

さらに、ライトニングネットワークは、セキュリティとプライバシーの両方を向上し、他の重要な機

能を間接的にもたらします。事実、ライトニング取引は、初期設定でアトミック状態であり、資

金の交換がうまく実行されるか、お金が戻ってくるか、どちらかを意味しています。カウンターパー

ティがお金を盗んだり、定義されていない期間お金をブロックしたりする手段はありません。 

ウォレットは、特定の資産と共にライトニング・チャネルの開設・管理を取り扱い、設定以上の

完全な管理権をユーザーに与えます。それと同時に、これは、時間や、レート/コストおよび手数
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料のトレードオフに従って、ユーザー資産とユーザーの欲しかったモノとを交換する為の最適価格

探索を行う、優れた経路発見アルゴリズムを活用します。  

Bitcoin（ビットコイン）:身元確認（アイデンティティ） 

ここ数年、システムが外部エージェントを記述できる一連の情報であるデジタル身元確認（デ

ジタル・アイデンティティ）の問題に向けて、多くの取組みが行われました。  

現在存在するリリース可能なソリューションは以下の通りです。すなわち、  

―集中管理型当局を含んでおり、単一の障害点（不具合ポイント）、検閲傾向およびプラ

イバシー欠如のような欠点があります。または、 

ユーザーに、不十分な意思決定やセキュリティ上の問題を引き起こす可能性の高い、ユーザー・

アンフレンドリーな体験を提供します。例えば、1991年にPGPで発生した問題が挙げられます

。それは、暗号プライバシーとデータ通信のための認証を提供する暗号化プログラムの問題でし

た。 

この理由から、私達は、 クリストファー・アレンの素晴らしい業績に基づいたソリューションを提供

します。彼の調査は、「ウェブ・オブ・トラスト（Web of Trust）の再起動」 の名の下に実施さ

れ、自己主権型アイデンティティ（self-sovereign identity）の概念に基づいています。 

自己主権型アイデンティティは、以前のソリューションの進化形であり、いずれの集中管理型

機関にも依存せず、これは、ユーザーコントロール、セキュリティおよびポータビリティという3つの主

要概念、また、EIDOOプロジェクトの重要概念に基づいています。 

上記概念は、スマート署名（Smart Signature）や非集中管理型の公的重要インフラのよ

うなプロジェクトでさらに拡大され得るものです。一つ目は、検証の為の要件の明確化およびプ

ログラミングを可能にすることで、制限のある従来の暗号署名システムを改善することを目的と

した新しいシステムです。一方、後者は、非集中管理型の環境を利用して、昔の公的重要イ
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ンフラ基盤における幾つかのユーザビリティおよびセキュリティに関する課題を解決する為の方法

論をを記述します。 

EIDOOは、ユーザーが自身の個人デジタル身元確認（デジタル・アイデンティティ）を作成でき

るようになるワーキング・ソリューションをウォレットに統合する為に、ウェブ・オブ・トラスト（Web 

of Trust）のリブート（再起動）の調査をフォローします。 

Bitcoin（ビットコイン）:市場 

ライトニングネットワークを活用することで実現できる他の特徴は、EIDOOユーザーが、資産のみ

の移転の代わりに、非集中管理型で、また、HSMまたはエスクロー（第三者預託）システム

のいずれかを用いた、証明可能で誠実な方法で、一般財およびサービスも取引できる非集中

管理型市場であることです。 

ウォレットは、ライトニングネットワークの未熟でフレンドリーでない機能の抽出を管理し、資産を

管理する為にエンドユーザーにとって好ましい環境を提供します。 

非集中管理型の取引所に適用されるルールの多くは、ライトニングネットワークが両システムで

共有される共通要素であるという事実によって、非集中管理型市場にも適用されます。カウ

ンターパーティの存在を回避できる可能性は、悪意のある第三者を抑制する一方でプライバシ

ーを強化し、また、市場をより活性化させ、競争させる、アトミック・スワップの取引またはクロス

チェーンのアトミック・スワップの取引のような最新技術と、即時取引の低い手数料のメリットを

活用します。これは、2017年において、2つの財産に関するBitcoinの動向を見れば、大きな

進化です。 

非集中管理型の市場と非集管理型の取引所との違いは、取引に関係する両者のどちらが

お金を受け取るべきかを決定するタスクを有する、エスクローの存在です。役割の基盤が信用

にあるエスクローは、資金を流用する可能性の無い、中立的な第三者として活動する為のイン

センティブを持つべきで、さもなければ、一部の参加者の為に不誠実に活動します。 
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別の調査では、これらのいくつかは既に生産段階にあり（例えば Bits）、他はまだ概念段階

であるようです（Discrete Log Contractsなど）。一つ目は、どちらの当事者が正しいか決

定する集中管理型の要素を持ち、一方、二つ目は、アウトプットが影響を受けない、盲目的

で信用の無いタイプのエスクローシステムです。ライトニングネットワークを活用しているという事

実によって、その頂点にある盲目的で信用の無いエスクローの実現は、まだ格納されていません

。  

私達は、BisqまたはOpenBazaarのような製造可能な例と、現時点で業界でも最高級の研

究の両方を見て、この議論について学び、オラクル間の異なるトレードオフを理解しています。 
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