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Abstract
 
唯今、私たちの前には暗号貨幤とブロックチェー
ンがあり、それによる躍動的な世界が私たちに
近付いています。ブロックチェーン技術は現在に
存在することに留まらず、今後数年内に産業及
び社会経済的な側面で大きい革新を持って来る
コアインフラになります。
 
ビットコインが安着しながら、多くの開発者・投
資者たちがブロックチェーン市場に参加してい
て、一般ユーザーたちも暗号貨幤の価値に対す
る認識転換で「暗号貨幤世界(Crypto World)」
に流れ込んでいる状況です。また、スタートアップ
企業(Startups)、コンソーシアム(Consortium)、
大企業(Enterprises)らがブロックチェーン基盤
新規事業モデルとアプリケーションを提案して
います。
 
しかし、ほとんどのブロックチェーンプロジェクト
は、独自的で新しいブロックチェーンネットワー
クの構築、即ち、プロトコル競争だけに集中して

いて、ひいてはプロジェクトの目的性と当為性の
不明確な「ブロックチェーンのためのブロックチ
ェーン」プロジェクトもかなり多く存在します。ま
た、初心者段階の技術的な完成度及び不安定な
プロトコルによってまだ現実世界との乖離が存
在します。
 
CoinUsプロジェクトは、まだ実現されていない
新しい事をするのではなく、より安定的で簡単
な方法で、1)既に適用されている成功事例を見
直して、2)ユーザーの経験に焦点を合わせて、3)
選択の自由を提供し複雑な「暗号貨幤世界
(Crypto World)」をSuccessfully Navigateできる
ようにします。
 
CoinUsは、ひいては現時点よりかなり離れてい
る二つの世界を受け継ぐ「架け橋(Bridge)」を作
って、ブロックチェーンの生態系を利用する皆の
進入点になれる「関門(Portal)」としての役割を
します。
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01
Introduction インターネットが世界に初めて登場した後、数年が経った時点にも多くの盲点と不確実性

が存在していて、多くの人々は単なる過ぎ去る技術であろうと思いました。約20年が経った
本日、インターネットを取り囲んだ人々の偏見は解消されました。ひいては、私たちの周り
では、何をしてもインターネットなしではできないことが多くなりました。
 
暗号貨幤とブロックチェーンは、インターネットと同様に、産業及び社会経済の全般にわた
ってインターネットと類似するかそれ以上の波及効果をもたらすと思います。ブロックチェ
ーン技術は現在存在することに留まらず、今後数年内に産業及び社会経済的な側面で大
きな革新を持って来るコアインフラになると思います。インターネットが情報提供に適した
ネットワークプロトコル(プラットホーム)とすれば、ブロックチェーンは暗号化基盤価値(資
産)の送信に適した2世代ネットワークプロトコルとして位置づけると思います。
 
社会経済革新のインフラ観点から見ると、ブロックチェーンが果して社会経済システムを変
えられるかは重要な問題です。

貨幤は価値の保存手段または交換の媒介手段として理解される
が、一方で、貨幤はそのものが社会的な関係を意味する。貨幤と
は本質的に支払いに対する暫定的な「約束」であり、貨幤の本性は

「制度的事実」で、抽象的な計算貨幤を通じ描写が与えられるよ
うになる。

- お金の本性、Geoffrey Ingham

ブロックチェーンは暗号貨幤であるビットコインから出発しました。暗号貨幤が現在の経済
システムにどのような影響を与えられるかを理解することは、ブロックチェーン基盤の暗号
貨幤が理想的な代案貨幤として機能できるのか、ひいては信用基盤貨幤の限界を超えデジ
タル基盤の理想的なフィアット貨幤(Fiat Currency)としての役割ができるのかを予測する
ことができます。

現在の経済システムには購買者と販売者の間に情報偏差が存在します。

情報の偏差によって有形の取引きに対する信頼検証費用が徐々に増加しているし、取引き
当事者ではない第3者独立機関またはプラットホーム事業者たちが富を獲得しています。

しかし、ブロックチェーン基盤の理想的なデジタル貨幤が市場に安着するようになれば、多
くの有形の取引きに対する検証費用をゼロ水準まで節減させられます。
伝統的な仲介者の役割は縮小されて、供給者と購買者の直取引が成り立つ新しい市場
(New Market)が登場します。また、既存の経済システムの市場では見られなかった創意的
で新しいビジネスモデルが生じます。
結果的に、より分権化された環境で多様なスタートアップ企業(Startups)と革新企業らの
出現が可能になります。

1-1. Background

““
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01
Introduction産業革新のインフラ観点から見ると、ブロックチェーンはインターネットと同様に、多様な産

業で革新と生産性を向上させられる「一般目的技術(General Purpose Technology)」であ
る同時に、企業の戦略、組職、プロセス、ビジネスモデル、文化(Culture)、コミュニケーショ
ン、システムを根本的に変化させる「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transforma-
tion)」のための新しい技術パラダイムです。
 
モバイル、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、ビックデータ技術とのデジタルコンバ
ージェンスを通じ第4次産業革命のコア技術になります。第4次産業革命の結果として超知
能社会が渡来しますが、核心はデータと機械学習(Machine Learning)、そしてアルゴリズム
です。機械学習のためには、数多いデータが持続的に供給されなければなりませんが、現
在の方式としてはデータの信頼性(Authenticity)とセキュリティ問題で接続が制限されるこ
とがあります。ブロックチェーン技術は透明でかつ安全なデータ共有環境をサポートし、こ
れによる多様なカスタマイズサービスが爆発的に成長すると思います。
 
しかし、ブロックチェーンが革新インフラとして作動する開始点は、多くの技術的な挑戦課
題を解決して、プロトコル(Public Blockchain)間の競争が終わり、確実な特徴を持つ少数
のプロトコルだけが生存するようになる時点であると言えます。
従って、まだ少数の人々のみ使う「彼らだけのリーグ」に留まっていて、ほとんどの一般人は
ブロックチェーン技術よりは暗号貨幤自体の取引きだけに集中しています。
 
ブロックチェーン技術はまだ初期段階で、そのポテンシャルが実現されるまでは時間がか
かるしかありません。実際の生活でユーザーが体感できるサービスが発売開始されると、現
在のブロックチェーンと暗号貨幤を取り囲んだ投機論も消えると思います。
 
そのためには、一般人が日常的に使うほど簡単な使用性を持つ「キラーアプリ(Killer App)
」が必ず必要です。
全ての技術拡散の裏面には「キラーアプリ(Killer App)」が必ず存在しましたが、ここで、-
CoinUsは「キラーアプリ」を通じブロックチェーン生態系が拡散されるトリガー(Trigger)に
なります。
 
このような背景を土台に技術よりは人間中心(Human-Centered)、即ち、ユーザー個別
(Individual)の特性と使用性に価値を置いてCoinUsプロジェクトが開始されました。ひい
ては、CoinUs哲学の拡張された世界観であるCoinVerseプロジェクトで、自律的で好循環
構造のブロックチェーン生態系を作ります。
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01
Introduction CoinUsは検証された技術と既に存在するサービスを分析し、未来の技術ではない現在

として想像可能な技術を活用し、ユーザーが体感して共感できるサービスで付加価置
(Value-Added)を創り出すと同時に、ブロックチェーン(Blockchain)の価値鎖(Value Chain)
模型を提示します。
 
CoinUsの目的は人々がやっていない事をするのではなく、より安定的でかつ簡単な方法で
既に適用されている成功事例を見直すことで、ユーザーの経験(User Experience)に焦点を
合わせ、ユーザーに選択の自由を提供することにあります。同時に、複雑な「暗号貨幤世界
(Crypto World)」を簡単で便利に管理できる製品とサービスを提供することです。
 
このような目的を基盤に技術より人間中心(Human-Centered)、即ち、ユーザー個々人
(Individual)の価値と経験に中心を置いた「Human-to-Blockchain Interface」を設計し提
供することがCoinUsの最優先の価値になります。
また、漸進的にCoinUsの最優先の価値と哲学を個人(Individual)から共同体(Union)、世
界(World)に確張し「Human-Blockchain-Universe Interface」が提供される世界観、即
ち、CoinVerseを通じ自律的で好循環構造のブロックチェーン生態系(Ecosystem)を作って
行きます。
 
中短期ビジョンであるCoinUsのラインナップサービスが最初の産出物になって、長期ビジ
ョンであるCoinVerseを通じ現実世界と繋がれるサービスとネットワークが提供されます。
 
このようなCoinUsとCoinVerseのビジョンを達成するためのコア課題は、相互違うアプロ
ーチ方式及び方法論、デザイン哲学によって各自のビジョンを防御する技術共同体との健
全な競争及び協力で共通の仮定と共通の目標を付与することです。ブロックチェーン空間
は難しく複雑なため、トレードオフ(Trade-Off)があります。ところが、単純な「折衝」は最悪の
方法論になることがあります。従って、最善の選択は単純な「折衝」から脱し、時には経路を
多変化して、時には共同の目標を達成するために、一緒に協力することだと思います。
 
グローバルユーザーに同じ経験を提供して、ユーザーが本当に体感できるサービスを提供
するため、一つのパラダイムに依存しないことが資産と権利のトークン化(Tokenization)が
加速化されて、ネットワークの躍動性が極大化される世中での解決策になります。このよう
な方法論でCoinUsとCoinVerseの製品及びサービスに対して、技術の効率性、セキュリティ
及びユーザー経験を漸進的に構築し、持続的に改善して行きます。

1-2. Vision
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02
Overview短期ビジョンCoinUsのラインナップは次の通りです。

CoinUs Wallet
CoinUs Keeper

CoinUs Wallet
CoinUs プロジェクトが目指すことを達成するための核心は暗号貨幤のウォレットです。
CoinUs Walletはモバイル環境に最適化されたライトクライアント(Light Client)で、多様な
暗号貨幤及びトークンを直観的に管理することに重点を置いて設計しました。
 
複雑な環境設定(Complex Configuration)を要求しないながら、技術的に最上の模範事例
を活用して最適なセキュリティ標準を適用し、デジタル資産(Digital Assets)を簡単に管理
できる完璧なユーザー経験を提供します。
 
ブロックチェーン基盤(Blockchain-Based)の技術が提供する主な利点(Main Benefit)は
そのまま維持しながら、ブロックチェーン資産(Asset)間の相互作用(Interaction)を単純
化して、安全な方法論を適用し、デジタル資産の保存(Store)、購買(Buy)、販売(Sell)、送信
(Transfer)及び交換(Exchange)するにおいて標準を提供するウォレットサービスで位置づ
けます。
 
そのために、三種類の特徴の汎用性(Versatility)、使用性(Usability)、セキュリティ性
(Security)を基盤に設計し、ブロックチェーン生態系で現在使用可能な最上の模範事例
を借用し既存のソリューションまたはサービスとの相互運用性(Interoperability)、互換性
(Compatibility)を提供します。

CoinUs Keeper
CoinUsは金融圏の「取引き連動OTP」技術を応用し暗号貨幤ウォレットに使える強力で新
しいセキュリティソリューションを提供します。
CoinUsの新しく強力なセキュリティソリューションは、ユーザーにはCoinUs Walletの専用
端末の形態で提供されます。私たちはこの端末を「CoinUs Keeper」と名付けました。
 
この端末は軽量化ウォレットであるCoinUs Walletに「ハードウォレット(Hardware Wallet)
」の最高の強みである強力なセキュリティ性を提供します。その結果、CoinUs Walletは
CoinUs Keeperを通じ軽量性を維持しながら便利な使用性を提供して、ウォレットの一
番重要な特性であるセキュリティ性を加えることで、新しい概念の「ハイブリッドウォレット
(Hybrid Wallet)」に作動するようになります。
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02
Overview CoinUsは情報分散アルゴリズム(Information Dispersal Algorithm)の概念を応用しウ

ォレットのプライベートキー(Private Key)を安全に保管できる革新的な方法論をCoinUs 
Keeperに適用することで、より強力なセキュリティを提供するようになりました。
CoinUs Keeperは CoinUs Walletと単純に結合するだけでも、携帯性(Portability)、便利性
(Convenience)、より強力なセキュリティ性(Security)を提供するウォレットで作動しますが、
これはユーザーの資産管理のための最上のソリューションになると思います。 
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03
“CoinUs Wallet”CoinUs Walletは、CoinUsの核心価値である「Human-to-Blockchain Interface」を実現

するためにユーザー経験(UX)に一番重点を置いて設計しました。
 
基本的に最高のモバイル経験を提供するために全体ノードが要らない軽量ウォレット
(Light- Client Wallet)構造で設計されて、CoinUs Keeper 端末機を通じ軽量ウォレットの使
用性(Usability)と携帯性(Portability)はそのまま維持しながら、いっそうアップグレードさ
れたより強力なセキュリティ性(Security)を提供します。
 
なお、特定のブロックチェーンネットワークプロトコルに従属的ではない、即ち、汎用性
(Versatility)を維持するために階層決定的なウォレット(HD Wallet: Hierarchical Deter-
ministic Wallet)の構造で設計されています。また、同じグローバルユーザー経験のために
韓国語、英語から始め、多言語に拡大して行きます。
 
最後に、モバイル端末を中心にCoinUs Walletを先に発売開始して、後でPC基盤のChrome 
Extension用CoinUs Walletも発売を開始する予定です。

3-1. Versatility

ブロックチェーンプロトコル(Public Blockchain)間での激しい競争が終わり、確実な特徴
を持つ少数のプロトコルだけが生存するようになる時点の前には、多数のブロックチェーン
プロトコルが存在することがあります。
従って、現時点での多くのユーザーは、様々な暗号貨幤に分散投資をしていますし、そのた
めに特定プロトコルに従属されない汎用的な暗号貨幤のウォレットを必要としています。
 
分散投資はスマートな投資者が守らるべき基本的な原則ですが、現在まで市場に存在する
ほとんどのウォレットは、このような投資者の期待を満たすにはいろいろ足りないことが多
いです。様々な暗号貨幤の投資及び管理のために、多くのウォレットを生成して管理するこ
とは面倒くさく不便で、多くのセキュリティリスク(Risk)を引き起こすことがあります。
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03
“CoinUs Wallet” Multi-Cryptocurrency Wallet

CoinUsは一つのウォレットで様々な暗号貨幤及びトークンを保管できる便利なソリューシ
ョンを提供します。

CoinUsは最優先的に1) ETH及びERC20トークン、2) BTC、そして 3) QTUM及びQRC20ト
ークンをサポートしようとします。
さらに、早いうちにビットコイン基盤のアルトコイン(BCH、LTCなど)及びDASH、ZEC、XPRを
順次的にサポートする計画です。このような計画を通じ、ユーザーは様々な暗号貨幤の資
産をCoinUs Walletの１ヶ所で維持・管理することができます。
順次的な暗号貨幤のサポートによって蓄積された技術と経験は、追加的な暗号貨幤のサ
ポート時期をますます加速化させて、最小20個以上の暗号貨幤をサポートするようになる
基盤になります。

さらに、CoinVerse Ecosystemに拡張時、CoinUs Walletでサポートされる暗号貨幤を論理
的に統合し、ユーザーは単一フィアット貨幤(Fiat Currency)で認知して使えるようにサポー
トする計画です。

スマート資産(Smart Asset)の管理のために様々な暗号貨幤をサポートするだけではな
く、Multi-Wallet機能を提供し、一アカウントで分散投資の側面での使用利便性を提供しま
す。

これは、「シード(Seed)」という単一開始点で適切なキー(Key)を派生する方法を基盤にし
て、階層的な概念を適用したHD Wallet構造で設計されているためです。その結果、ユーザ
ーは一度のウォレット生成でCoinUsが漸進的に提供する多様な暗号貨幤に対して、追加的
なウォレットの生成なく「One-Click Adding」で管理することができます。
 
 
Multi-Language Support
CoinUs Walletの他の汎用性としては多言語(Multi-Language)のサポートです。同じグロー
バルユーザーの経験のために多言語サポートは必須要素です。

韓国語と英語を始め、日本語、中国語のサービスが順次に発売開始されます。

Multi-Exchange Rate Managing
CoinUsは世界各地に存在する取引所の相場情報をCoinUs Walletを通じ提供します。

CoinUs Walletは簡単な設定を通じ、複数の取引所の相場情報を登録でき、また、いつでも
好きな取引所に変更できる機能を提供します。但し、選択可能な取引所は暗号貨幤のサポ
ートロードマップに従って、段階別に拡大して行きます。

ユーザーはCoinUs Walletの相場情報の照会機能を通じ、暗号貨幤の相場、取引量及び取
引所間の比較による価格差を簡単に確認することができます。
なお、お知らせ機能の設定を通じ総資産価値の変動事項に関する情報をリアルタイムで共
有できる機能も提供する予定です。
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03
“CoinUs Wallet”CoinUsは一般ユーザーが日常的に毎日接続するキラーアプリを通じブロックチェーン生

態系の拡散のトリガー(Trigger)になります。そのため、ユーザー経験(UX)に集中しCoinUs 
Walletの使用性を持続的に改善して行きます。

Only One-Time Backup
様々な暗号貨幤を保管しているウォレットよりバックアップを試みる場合、現在サービスさ
れている多くのウォレットはサポートする暗号貨幤ごとに別々バックアップを取らなければ
なりませんでした。このような方式はとても手間がかかるだけではなく、ユーザーの不注意
によるセキュリティリスクが増加する危険があります。
 
CoinUsはユーザーのこのような不便を解消するためにBIP(Bitcoin Improvement Pro-
posals)のBIP32、BIP39、BIP44の提案方法論を借用して設計しました。
このようなウォレット構造の設計によって、暗号貨幤それぞれの全てのウォレットを定期的
にバックアップする代りに、CoinUs Walletアカウントを生成時に提供されるMnemonic(連
想記号)を紙に記載して安全な場所で保管すれば良いです。
従って、CoinUsが段階的に追加する暗号貨幤に対しても別途のウォレット生成手続きを略
して、「One-Click Adding」を通じ複数の暗号貨幤を管理することができます。
 
また、Mnemonicだけでなく、QR Codeを使って全体ウォレットをバックアップすることもで
きますが、QR Codeを生成時にユーザーの設定パスワードを追加してもう一度暗号化され
保存されますので、QR Codeが外部に露出される場合にも、QR Codeだけでは外部人はウ
ォレットの奪取ができません。
 

Tokens Auto Discovery
CoinUs WalletはERC20トークン自動探索機能を提供します。ウォレットアドレスと相関関
係のある(Correlated)トークンの残額(Balance)情報も探索され、個人資産リストに自動露
出されます。これはイーサリアム(Ethereum)利用者により向上されたスマート資産管理を
提供することになります。
 
ERC20トークン取引き情報はNormal AddressではなくContract Addressに保存されます
ので、取引き内訳の照会機能を提供するサービスでユーザーが直接Contract Addressを入
力して照会する方法以外には残額を確認しにくいです。
 
ERC20トークン取引き情報を抽出するためには、特別な方法を使わなければなりません
ので、多くのウォレットサービスでは提供していません。CoinUsは「Index」サーバーの構築
を通じ、トークン移動を含めて特定アドレスと係わる全てのトランザクション(Transaction)
をカタログ化して、ウォレットクライアントはトークンを含む残額が確認するためにSmart 
Contractを照会します。
 
順次的なコインサポート戦略によって、クオンタム(Qtum)をサポート時、QRC20トークンも
自動探索機能が提供されます。

3-2. Usability
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“CoinUs Wallet” Explore Transaction History

イーサリアム(Ethereum)ブロックチェーンの場合、各アカウントの状態を直接保存します。
したがって、特定アドレスの資産が確認するためには関連する取引き内訳が分かる必要が
ありません。このような事由より、ライトクライアント基盤のウォレットサービスはほとんどト
ランザクションヒストリーを提供していません。

しかし、ユーザーの観点ではトークン送信情報も資産の一種ですので核心的な情報と言
えます。CoinUsはトークン自動探索のために構築された「Index」サーバーを利用してユー
ザーのアドレスと係わる全てのトランザクション(Transaction)を優先的に識別して、全ての
トランザクション(Transaction)データを分析するロジッグをCoinUs Walletに複製すること
で、取引き内訳を提供するようになります。

これも順次的な暗号貨幤のサポート戦略によって、イーサリアム(Ethereum)だけでな
く、CoinUs Walletでサポートされる暗号貨幤別にトランザクションヒストリー(Transaction 
History)を照会できる統合UI(User Interface)が提供されます。
 

One-Pass KYC
ICOに参加するか、海外取引所に加入して出金限度を増やすためには、KYC認証を通さな
ければなりません。しかし、毎回身分証及びパスポートの写真をアップロードしてKYC認証
をすることは非常に不便で手間がかかります。このような理由より、一般ユーザーたちは
KYC認証手続きをとても嫌がって面倒だと思われます。

このようなユーザーの不便をCoinUsは最初登録されたKYC認証情報を基盤に、同じKYC
情報を要求するICOに対してKYC認証手続きを簡易で進行するようにします。これはCoinUs 
Walletの核心サービスの一つである「Token Launcher」の部分機能です。

CoinUs Token Launcher
CoinUs Token Launcherはユーザーと機械(デバイスあるいはサーバー)間の手続きを最小
化、単純化して、ICOを進行時に発生可能なヒューマンエラーの発生可能性を排除します。
これはスタートアップ企業にはブロックチェーン生態系の革新企業として成長できる基盤
作りを提供して、ウォレットユーザーには安全で健全な投資機会を提供します。

ICOの主体が得るようになる利点です。

進行予定のICOに対する即刻な露出及び広報
CoinUs Walletを通じ検証されたKYC情報を取得
ハッカーの攻撃より安全な投資金の確保：偽・変造ができないICOアドレスを自動
入力 

CoinUs Wallet ユーザーが得るようになる利点です。

専門家の検証を通じたICO情報獲得及び簡単で早いICO参加
ワンパス(One-Pass)KYCを通じる簡素化されたICO投資手続き及び個人情報の
安全な保護
CoinUs Token Launcherを通じる直接投資が可能
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“CoinUs Wallet”暗号貨幤ウォレットはユーザーの大事な資産を安全に管理しなければなりません。従って、

セキュリティは一番重要な機能である同時に、最優先で追い求めなければならない価値の
一つです。
 
CoinUsはCoinUs Walletを設計時に適用された構造、即ち、HD Walletが提供する基本的
なセキュリティに2種の安全装置を加えてCoinUs Walletだけでもユーザーの暗号貨幤資
産を安全に保管できるセキュリティ体系を用意しました。加えてCoinUs Keeperを通じ新し
くより強力なセキュリティをユーザーに提示します。

 

2-Factor Authentication
2-Factor Authenticationは2種または3種以上の要素を組み合わせて認証することを意味
します。他の用語でMulti-Factor Authenticationと呼ぶこともあります。
 
ユーザー認証を行うために様々な要素を組み合わせるほど、偽り認証に対する危険度は
減少されます。もちろん、ここで認証要素は何でもできるわけではありません。そのため、認
証要素(Factor)は標準化された要素が存在します。

Knowledge Factors：ユーザーが分かっていること
Possession Factors：ユーザーが持っているもの
Inherence Factors：ユーザー固有のこと

 
Knowledge Factorにはパスワード、PIN(Personal Identification Number)、パターン
(Pattern)などがあります。
 
Possession Factorは本人が持っているキーでドアを開く方式を例えることができ、Tokens、
スマートカード、クレジットカードなどが該当します。モバイルでよく使うOTP認証方式の場
合、本人が所有した携帯電話がPossession Factorに該当します。
 
Inherence Factorは指紋認識、虹彩認識のように個人が生まれた時から持っている要素を
言います。
 
CoinUs Walletはウォレットのアカウントを生成時、パスワードまたはPINとともに指紋認識
の2要素を結合し、2-Factor Authenticationを提供します。アカウントのパスワードはバック
アップ用 QR Codeを生成時にも活用するようになります。
 
加えて、CoinUs Keeper端末はPossession Factorと作用するようになります。

3-3. Security
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“CoinUs Wallet” Off-line Signing and Trust Zone

CoinUs Walletを含めて全てのソフトウェアの演算が行われるためには、データが保存所で
あるメモリーに保存されていなければなりません。この時、メモリーに保存されたデータが
重要なセキュリティ情報で、悪意のある意図を持った攻撃者、即ち、ハッカーによって奪取さ
れたら重要なセキュリティ情報が露出される可能性があります。
 
CoinUs Walletはそのような重要なセキュリティ情報を処理する過程が露出されないよう
に、様々なセキュリティ装置を設けて保護します。セキュリティ装置の一つは、重要なセキュ
リティ情報が処理されている場合はモバイル機器を外部と切断させOff-line 状態にするこ
とです。即ち、重要なセキュリティ情報がOn-lineで漏れないように基本的に防御します。そ
して、重要なセキュリティ情報を処理後には保存所であるメモリーをきれいにして露出され
ないようにします。
 
また、OS KernelがサポートするTrust Zone(Secure World)を活用し、既存のUser 
Mode(Normal World)で処理され、セキュリティに脆弱であった演算を強力に保護します。
 
Off-line Signing 方式はAndroidから順次的に適用して、iOSにも適用する予定です。Trust 
Zoneはハードウェア(CPU)及びOS(Android、iOS)のサポートが必要ですので、可能な環境
からサポートする予定です。
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“CoinUs Wallet”CoinUs Walletは、ブロックチェーン生態系の模範事例に適用されている最上の技術標準

を借用することで、構造が設計されています。これはより高い水準のセキュリティ提供と、現
在提供されているブロックチェーンプロトコル、ソリューションまたはサービスとの相互運
用性及び互換性をサポートするためです。
 

HD Wallet: Hierarchical Deterministic Wallet
CoinUs Walletは 

一アカウントで多様な暗号貨幤及びトークンを支援するために
一アカウントでMulti-Wallet 機能を支援するために
ただ一回のバックアップで復元を簡単にするために
新しくより強力なセキュリティソリューションを提供するために

階層決定的なウォレットであるHD Wallet構造で設計されています。

BIP39 標準に基づき、「シード(Seed)」と言う12個または24個のMnemonic(一種のヒント単
語)を生成します。
生成されたシードを基盤にして、該当シードからウォレットが派生し生成される構造です。
生成される過程が多くの段階を経て計算されるため階層的(Hierarchical)と言って、シード
から計算されるため決定的(Deterministic)と言います。
シードから無作為で別々にウォレットアドレスが生成されるわけではなく、シードが決まる
瞬間に決まっているロジッグによって計算されて、既にそのシードを通じウォレットアドレス
は決まるようになります。
 
CoinUs  Walletは  BIP32、BIP39、BIP44の提案を利用し、単一シード基盤のMulti-wallet機
能を提供することができるようになっています。これはユーザーに他の情報を要求せずにウ
ォレットを簡単に修復してバックアップできるようにします。また、HD  Walletの構造は複数
のブロックチェーンプロトコルがサポートしていて、ブロックチェーンネットワーク及び他の
サービスとの互換性を保障するようになります。

3-4. Technical Approach

[図1] HD Wallet 構造図
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“CoinUs Wallet” Index Server

ブロックチェーンはその特性より、外部ハッキングに対して完壁に近いセキュリティを誇りま
すが、別途の物理サーバーにユーザーの個人情報や資産情報が保管される場合、ハッキン
グの危険に晒されることがあります。数回発生した取引所ハッキング事件がこのような危
険を表す事例です。
このような危険を防止するために、CoinUsのユーザー情報はユーザー本人が完璧に制御
できるようにライトクライアント、即ち、CoinUs  Walletに限定して危険に晒される可能性を
前もって遮断します。
 
但し、CoinUsは個人情報及び資産情報を活用しないアプリの配布、告知、相場、ICO情報の
ような一般的な情報を提供するレベルだけサーバーを活用します。
一般的な情報提供以外にサーバーを利用する場合がもう一つあります。ERC20、QRC20 
Token  情報を提供するために、「Indexing  Server」を自体を構築し、CoinUs  Walletとの情
報交換のためだけで使います。
 
これはCoinUs  Walletの使用性を提供するための一種のTrade-Offで、Indexing  Serverを
活用して1) Tokens Auto Discovery、2) Explore Transaction History 機能がCoinUs Wallet
に提供されます。
 
Indexing  Serverが行う役割をより細かく記述すれば、1)ブロックチェーンの全てのトランザ
クションに対する高いレベルの分析、2)パブリックアドレスへの移動に対する索引、3)トーク
ン移動に対するイベントキャッチ(Catch)、4)トークン移動に対する索引を遂行します。
 
このような一連の作業は、モバイル機器で直接的に行うには非常に負荷のかかる作業で
す。
 
 
Another Approach
クオンタム(Qtum)とビットコイン(Bitcoin)、イーサリアム(Ethereum)を同時にサポートする
モバイル基盤の軽量ウォレットはまだ見つかりません。そのような軽量ウォレットが存在す
るとしても、単一シードあるいは単一バックアップを提供するウォレットサービスはありませ
ん。
CoinUsの開発チームは最上のアイディアを持って、今年2四半期にビットコイン(Bitcoin)と
クオンタム(Qtum)をサポートする計画です。
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“CoinUs Keeper”CoinUsは金融圏の「取引き連動OTP」の技術を応用し、暗号貨幤ウォレットに使える強力で

新しいセキュリティソリューションを提供します。
CoinUsの新しいセキュリティソリューションは「CoinUs Keeper」であり、CoinUs Walletの
専用端末の形式で提供されます。

 

CoinUs Keeperは暗号貨幤ウォレットで管理する重要な情報をデバイスのSE(Secure 
Element)内に分散保存して、スマートフォンの紛失などウォレットの盗難状況でも個人の暗
号貨幤資産保護を目的にします。
CoinUs Keeper デバイスは固有のUDID(Unique Device Identification)とCoinUs Wallet
のUUID(Universal Unique ID)とのカップリング(Coupling)を通じ初期設定されて、そ
の後、カップリング(Coupling)になったウォレットとの通信だけを許容するようになりま
す。CoinUs Keeperは最大2台のスマートフォンCoinUs Wallet アプリとの連動だけをサポ
ートする予定です

[図2] CoinUs Keeper 構成図
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“CoinUs Keeper” Protocol

け取りに成功する前には物理ボタンに反応しなく、Transaction Requestを受け取ってから
1分内、1回に限って物理ボタンに反応してTransaction Responseを送信できるようにしま
す。
 
また、セッション(Session)の概念を置き、初期カップリング(Coupling)あるいは検証(Verifi-
cation) 完了後5分内に通信がない場合にセッションを満了して、再検証(Verification)の手
続きを行うようにします。
全ての通信はデバイスで管理する有効な2BytesのセッションIDを含めて、有効ではない場
合は検証(Verification)を再び行うようにします。

CoinUs KeeperはCoinUs Walletとの単純結合(Docking)だけでも、携帯性(Portability)、利
便性(Convenience)、より強力なセキュリティ性(Security)を提供するウォレットで作動して、
これによて、CoinUs Walletはセキュリティは強力ながらも多様な形態のウォレットで使える
ハイブリッドウォレット(Hybrid Wallet)に変換されます。
 
通常、CoinUs  Walletはモバイル環境で暗号貨幤資産及び取引き内訳、相場情報を照会す
る用途だけで使って、CoinUs  KeeperはCold Walletのように安全な場所に保管することも
できます。その後、取引きが必要な場合CoinUs  Keeperとの単純連結だけで資産管理及び
暗号貨幤の送信ができます。
CoinUs  Keeperは暗号貨幤の資産を管理時、セキュリティのために不便を甘受して選択し
たHardware  WalletまたはCold  Walletの形態で使ったノートPC端末の革新的な代案にな
ります。

[図3] コマンド送信手続き
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Future VisionCoinUsはブロックチェーン技術が第4次産業のコア技術になって、社会経済的でも大きい

波及効果をもたらす革新インフラになると信じています。しかし、ブロックチェーンの生態系
はまだ可能性によって市場が動いて、使用性の段階に進入するためには乗り越えなければ
ならない技術的な限界があることが現実ですので、CoinUsは慎重にアプローチしようとし
ます。
 

Future VisionであるCoinVerseを準備するための核心は次の通りです。

CoinUs ICO Listing & Incubating Program
Innovative Technology Research & Implementation

CoinUs ICO Listing & Incubating Program
CoinUsはブロックチェーン生態系の革新企業で成長できるスタートアップ企業(Startups)
を直接発掘・選別した後、内部審査を通じ検証された企業のみCoinUs Walletのユーザー
に提供します。
 
ブロックチェーン産業の経験を持った専門人材から構成されたチームを通じ、ブロックチェ
ーン技術・ビジョン・事業性を検討して、コミュニティ及び法務法人、会計法人など様々な企
業等と協力を進行する予定です。また、審査する過程で革新企業に成長可能な潜在力を持
つ企業は、CoinUs Incubation Programを通じCoinUsが直接的な投資も進行する予定で
す。
 
CoinUs ICO Listing & Incubating ProgramはCoinUsの世界観であるCoinVerse Ecosys-
temの自律的で健全な維持のために必ず必要なプログラムです。このプログラムはブロッ
クチェーン生態系の好循環構造を作って、CoinUsが追い求める価値と哲学を実現します。

Innovative Technology Research & Implementation
現在ブロックチェーン技術は実生活の適用において、リアルタイムで反映されない問題
を持っています。これを解決するために技術開発に努力しています。このような革新要素
技術のうち、CoinUsが一番注目している技術は、1)ライトニングネットワーク(Lightning 
Network)と2)サイドチェーン(Sidechain)です。

 
1) ライトニングネットワーク(Lightning Network)

ライトニングネットワークはブロックチェーンの外部(Off-Chain)にいる取引き相手と直接繋
がれる仮想のチャンネルを作って、そのチャンネルを通じ取引きをした後、取引きを終える
時にその結果だけをブロックチェーンに反映します。
これによって取引き費用が大幅に減少して、同時処理量の限界によるブロックチェーンの
取引き遅延問題も避けることができます。なお、金融取引きに必ず必要な特性である機密
性を保障します。

5-1. Preparation
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Future Vision 2) サイドチェーン(Sidechain)

サイドチェーンはそれぞれのブロックチェーンプロトコルの長所を立体的に活用しようとす
る試みから出発しました。Aブロックチェーンでトランザクションを凍結して、Bブロックチェ
ーンで相応するトランザクションを生成して取引きしてまた凍結して、Aブロックチェーンに
その結果を返してくれるなどの方式です。これによって、イーサリアム(Ethereum)からスマー
ト契約で資産を生成した後、ビットコイン(Bitcoin)に移して取引きするのが可能になったわ
けです。
 
イーサリアム(Ethereum)においても現実的な問題点などを解決するために様々な試みが
行われていますが、代表的なプロジェクトはライデンネットワーク(Raiden Network)、プラ
ズマ(Plasma)、シャーディング(Sharding)と言えます。
 
CoinUsは短期的には CoinUs Walletを基盤に各個別ユーザーにブロックチェーン生態
系で必ず必要なユーティリティー(Utility)中心にサービス戦略を広げて行きます。しかし、-
CoinUsの窮極的な目標のために実際に使用可能な革新的な技術の持続的な投資と検
討及び研究、さらに模範的な成功事例を分析し、実際のサービスに適用できるように努力
します。これを土台に、現実世界と繋がれるCoinUsの拡張された世界観であるCoinVerse 
Ecosystemを構築して行きます。
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5-2. CoinVerse Ecosystem

CoinVerseは「Human-to-Blockchain Interface」を基盤に、技術より人間中心、即ち、ユ
ーザー個々人の価値と経験に中心を置いたCoinUsの価値を個人(Individual)から共同体
(Union)、世界(World)に確張して「Human-Blockchain-Universe Interface」を実現しよ
うとするCoinUsだけのブロックチェーン世界観である同時にCoinUsのFuture Visionです。
CoinUsはCoinVerseを通じ自律的な好循環構造のブロックチェーン生態系を実現します。

このためのCoinVerseの核心要素は、CBN(Cross-World Bridge Network)とCoinVerse 
Middlewareということができ、現在はCoinUsのFuture Visionのための概念的なモデル設
計です。
まだ、概念的なモデルだけを提示することは、現実世界のサービスとの接続はプロトコル
の安定化及び現在のブロックチェーン技術の限界を乗り越えてから可能になるためです。
従って、CoinUsは暗号貨幤ウォレットを中心に現在時点で可能な方法論を適用しウォレッ
トユーザーが使えるユーティリティーを持続的に提供して、ブロックチェーン技術の発展と
ともにCoinVerse Ecosystemを構築して行きます。
 
CoinVerseの初期はCBN(Cross-World Bridge Network)、即ち、CoinVerseだけの自体ブ
ロックチェーンを通じ、1) 脱中央化メッセンジャー(Decentralized Messenger)、2) P2P取
引き、3)分散取引所(Decentralized Exchange)をCoinUs Walletのプラットホームを中心
に確張して行きます。

 

[図4] CoinVerse Ecosystem 概念モデル
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Future Vision CBNはまずスマート契約(Smart Contract)を通じユーザーがCBN内で使おうとする資産を

Atomic Swapを通じコイン(BTC、ETH、ERC20)を一対一の交換でCBN内で取引き可能な
形態であるQuick Balanceトークンに切り替えます。その後、CoinVerseで発生するようにな
る全ての取引きはOff-ChainでCBNに記録されて、Quick Balanceの資産はユーザーが希
望する時点に再び一対一の交換で既存の暗号貨幤のメインネットに切り替わります。この
ようなOff-Chain Transactionを通じ、現実の世界で要求されるリアルタイム取引きを既存
の暗号貨幤資産で可能にする生態系を作って行きます。
 
その後、CoinVerseはCoinVerse Middlewareの自体プロトコルを利用して、CBNを通じる
多様なインターネットサービスのWeb API連動、銀行決済、PG(Payment Gateway)との接
続を通じる小売店決済、その他Back-End Systemまたはデータベース上のデータ接続をサ
ポートします。なお、教育、エンターテイメント、E-Commerce などの企業との戦略提携を通
じ、生態系の拡散に努力して行きます。Off-Chain取引きを通じ、現実世界で要求されるリア
ルタイム取引きの要求を満たして行って、ひいては暗号貨幤の貨幤としての価値を高めて
行きます。
 
CoinUsが樹立したビジョンを中心にこのような一連の努力が可視化されれば、暗号貨幤
世界と現実世界が繋がれるCoinVerse Ecosystemが完成されます。
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Future VisionCoinUsはERC20基準のCoinUs Token(以下、CNUS)を発行して、後でコインに切り替わり

ます。CNUSはCoinUsのウォレット基盤拡張プラットホームの核心要素です。
 
CoinVerseが提供するようになる多様なサービス利用のために、ユーザーはQuick Bal-
anceに切り替わった資産をCBNで使うようになります。そして、CoinVerse 内で発生する
ようになる全ての取引き内訳はOff- Chainに記録されます。提供するようになる多様なサ
ービス利用に対するAPI手数料及びGas Feeで保有したCNUSコインあるいは利用時点の
CNUS相場に相応するコインで支払うようになります。

 

5-3. CNUS Token

[図5] CoinVerseトークンのユーザーモデル
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5-4. Roadmap
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株式会社ザブロックチェーンは、様々な産業の専門家が集まって複雑な暗号貨幤世界を簡
単・便利で安全に管理できるCoinUs WalletとCoinUs Keeperを開発して、ひいては技術よ
り人間中心の「Human-to-Blockchain Interface」の価値を実践する好循環構造のブロック
チェーン生態系を作って行きます。

6-1. Team

06
Company

App Developer 

Giwung Eom
Treasure Hunter /
Peering Portal
 
Kang Minsu 
Spicus

Blockchain Tech Specialist

Ilmoo Lee
CJ E&M /
SK Communications

Euikwon Yang
CJ E&M /
SK Communications

Boseup Jung
CJ Hellovision 
SK Innoace

Jeongmin Kim
Treasure Hunter CTO
CJ E&M
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