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(57)【要約】
　非集中型プロパティシステムおよび方法により、中央
集中型の権限がシステムを操作したり、セキュリティ保
護したりすることを必要とせずに、ある当事者から別の
当事者に所有権を直接移転することが可能になる。デジ
タル署名は、システム内でタイトル（「ビットマーク」
）を発行し移転する方法を提供する。ブロックチェーン
アルゴリズムを使用して、アセットの所有権についての
、分散コンセンサスが実現可能になる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アセットの所有権を記録するための方法であって、
　ユーザインタフェースを有するコンピューティングデバイスを使用して、前記アセット
のデジタル表現のハッシュと、前記アセット記録を生成するクライアントの公開キーと、
前記作成クライアントの秘密キーを備えるデジタル署名と、を備えるフィンガープリント
を有するアセット記録を生成するステップと、
　前記コンピューティングデバイスを使用して、ピアツーピアネットワークの１つまたは
複数のノードと通信し、以下のステップ、すなわち、
　　前記フィンガープリントの二重ハッシュと、前記作成クライアントの前記公開キーと
、前記二重ハッシュされたフィンガープリント、および前記作成クライアントの前記公開
キーを有する前記作成クライアントの前記デジタル署名のハッシュを備える所有者署名と
、を備える少なくとも１つの発行記録を生成するステップ、および
　　前記少なくとも１つの発行記録を公開台帳に表示するステップ
を実行することにより、前記公開台帳にエントリを生成するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記アセットが、デジタルプロパティである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デジタルプロパティが、音楽、ビデオ、電子書籍、デジタル写真、デジタル画像、
および個人情報からなる群から選択される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アセットが、物理プロパティであり、前記物理プロパティの表面上の関心領域の局
所画像を使用して、前記物理プロパティに対応するデジタルフィンガープリントを生成す
るステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記局所画像が、照度差ステレオ画像である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　キーポイント検出器を使用して前記照度差ステレオ画像内の局所的な関心点を識別する
ステップ、および
　２進記述子を使用する２進列であって、前記アセットの前記デジタル表現を備える２進
列として、前記局所的な関心点を符号化するステップのために、前記コンピューティング
デバイスを使用するステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　新たな所有者への前記アセットの移転を記録するための第１の移転記録であって、
　前記アセットの完全な発行記録の二重ハッシュ、および前記新たな所有者の公開キーを
備える移転記録であり、かつ、前記所有者署名によってデジタル署名された移転記録を生
成するステップと、
　前記ピアツーピアネットワークの前記１つまたは複数のノードに前記第１の移転記録を
通信するステップと、
　前記１つまたは複数のノード内で、前記所有者署名に関連付けされた前記アセットの所
有権の分散コンセンサスを生成するブロックチェーンアルゴリズムを実行して、前記第１
の移転記録の有効性を確認し、
　前記第１の移転記録の有効性が確認された場合には、前記移転記録を前記公開台帳に表
示し、
　前記第１の移転記録の有効性が確認されない場合には、前記移転記録を拒絶するステッ
プと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の移転記録を生成する前記ステップの後に、
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　前記ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを表示するステップと、
　前記実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金されたかどうかを判定するステッ
プと、
をさらに含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記完全な発行記録の前記二重ハッシュが、３２バイトのリンクを生成するＳＨＡ－２
５６ハッシュを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前の所有者から後続の新たな所有者への移転を記録するための後続の移転記録であって
、前の移転記録の二重ハッシュ、および前記後続の新たな所有者の公開キーを備える後続
の移転記録であり、かつ、前記前の所有者によってデジタル署名された後続の移転記録を
生成するステップと、
　前記ピアツーピアネットワークの前記１つまたは複数のノードに前記後続の移転記録を
通信するステップと、
　前記１つまたは複数のノード内で、前記所有者署名に関連付けされた前記アセットの所
有権の分散コンセンサスを生成するブロックチェーンアルゴリズムを実行して、前記後続
の移転記録の有効性を確認し、
　　前記後続の移転記録の有効性が確認された場合には、前記後続の移転記録を前記公開
台帳に表示し、
　　前記後続の移転記録の有効性が確認されない場合には、前記後続の移転記録を拒絶す
るステップと、
をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記後続の移転記録を生成する前記ステップの後に、
　前記ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを表示するステップと、
　前記実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金されたかどうかを判定するステッ
プと、
をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの発行記録が、複数の発行記録であって、それぞれが異なるノンス
を含む発行記録を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　それぞれの発行記録が、別個のブロックチェーンに関連付けされている、請求項１２に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記フィンガープリントの前記二重ハッシュが、６４バイトのアセット記録を生成する
ＳＨＡ－５１２ハッシュを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記コンピューティングデバイスが、ウェブに接続されたデスクトップもしくはラップ
トップコンピュータ、またはモバイルデバイスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　アセットの所有権を記録するためのシステムであって、
　前記アセットのデジタル表現のハッシュと、前記アセット記録を生成するクライアント
の公開キーと、前記作成クライアントの秘密キーを備えるデジタル署名と、を備えるフィ
ンガープリントを有するアセット記録を生成するように構成されたクライアントコンピュ
ーティングデバイスであって、ユーザインタフェースを有するクライアントコンピューテ
ィングデバイスと、
　ピアツーピアネットワークであって、以下のステップ、すなわち、
　前記フィンガープリントの二重ハッシュと、前記作成クライアントの前記公開キーと、
前記二重ハッシュされたフィンガープリント、および前記作成クライアントの前記公開キ
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ーを有する前記作成クライアントの前記デジタル署名のハッシュを備える所有者署名と、
を備える少なくとも１つの発行記録を生成するステップ、および
　前記少なくとも１つの発行記録を公開台帳に表示するステップ
を実行することにより、前記公開台帳にエントリを生成する前記クライアントコンピュー
ティングデバイスと通信状態にある、１つまたは複数のノードを備えるピアツーピアネッ
トワークと、
を備えるシステム。
【請求項１７】
　前記アセットが、デジタルプロパティである、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記デジタルプロパティが、音楽、ビデオ、電子書籍、デジタル写真、デジタル画像、
および個人情報からなる群から選択される、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記アセットが物理プロパティであり、前記クライアントコンピューティングデバイス
がさらに、前記物理プロパティの表面上の関心領域の局所画像を使用して前記物理プロパ
ティに対応するデジタルフィンガープリントを生成するように構成された照度差ステレオ
デバイスと通信状態にある、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記照度差ステレオデバイスが、キーポイント検出器を使用して前記照度差ステレオ画
像内の局所的な関心点を識別し、
　２進記述子を使用する２進列であって、前記アセットの前記デジタル表現を備える２進
列として、前記局所的な関心点を符号化するように構成された、請求項１９に記載のシス
テム。
【請求項２１】
　前記クライアントコンピューティングデバイスおよび前記ピアツーピアネットワークが
、
　新たな所有者への前記アセットの移転を記録するための第１の移転記録であって、前記
アセットの完全な発行記録の二重ハッシュ、および前記新たな所有者の公開キーを備える
移転記録であり、かつ、前記所有者署名によってデジタル署名された移転記録を生成し、
　前記所有者署名に関連付けされた前記アセットの所有権の分散コンセンサスを生成する
ブロックチェーンアルゴリズムを使用して、前記第１の移転記録の有効性を確認し、
　　前記第１の移転記録の有効性が確認された場合には、前記移転記録を前記公開台帳に
表示し、
　　前記第１の移転記録の有効性が確認されない場合には、前記移転記録を拒絶するため
に通信するようにさらに構成された、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記クライアントコンピューティングデバイスおよび前記ピアツーピアネットワークが
、前記第１の移転記録を生成した後に、
　前記ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを表示し、
　前記実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金されたかどうかを判定するように
さらに構成された、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記完全な発行記録の前記二重ハッシュが、３２バイトのリンクを生成するＳＨＡ－２
５６ハッシュを備える、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前の所有者から後続の新たな所有者への移転を記録するための後続の移転記録であって
、前の移転記録の二重ハッシュ、および前記後続の新たな所有者の公開キーを備える後続
の移転記録であり、かつ、前記前の所有者によってデジタル署名された後続の移転記録を
生成するための前記ピアツーピアネットワークの前記少なくとも１つのノードと通信状態
にある、少なくとも１つの第２のクライアントコンピューティングデバイスをさらに備え
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、
　前記少なくとも１つの第２のクライアントコンピューティングデバイス、および前記ピ
アツーピアネットワークが、
　前記ピアツーピアネットワークの前記１つまたは複数のノードに前記後続の移転記録を
通信し、
　前記１つまたは複数のノード内で、前記所有者署名に関連付けされた前記アセットの所
有権の分散コンセンサスを生成するブロックチェーンアルゴリズムを実行して、前記後続
の移転記録の有効性を確認し、
　　前記後続の移転記録の有効性が確認された場合には、前記後続の移転記録を前記公開
台帳に表示し、
　　前記後続の移転記録の有効性が確認されない場合には、前記後続の移転記録を拒絶す
るようにさらに構成された、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記クライアントコンピューティングデバイスおよび前記ピアツーピアネットワークが
、前記後続の移転記録を生成した後に、
　前記ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを表示し、
　前記実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金されたかどうかを判定するように
さらに構成された、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの第２のクライアントコンピューティングデバイスが、ウェブに接
続されたデスクトップもしくはラップトップコンピュータ、またはモバイルデバイスであ
る、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの発行記録が、複数の発行記録を備えるとともに、それぞれの発行
記録が異なるノンスを含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項２８】
　それぞれの発行記録が、別個のブロックチェーンに関連付けされている、請求項２７に
記載のシステム。
【請求項２９】
　前記フィンガープリントの前記二重ハッシュが、６４バイトのアセット記録を生成する
ＳＨＡ－５１２ハッシュを備える、請求項１６に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記クライアントコンピューティングデバイスが、ウェブに接続されたデスクトップも
しくはラップトップコンピュータ、またはモバイルデバイスである、請求項１６に記載の
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年４月６日出願の米国仮特許出願第６２／１４３，７７１号明細書
、および２０１５年７月２１日出願の米国仮特許出願第６２／１９５，２３８号明細書の
優先権の利益を主張するものであり、それらはそれぞれ、その内容全体が参照により本明
細書に援用される。
【０００２】
　本発明は、プロパティの所有権を記録し、移転するためのシステムおよび方法に関し、
より詳細には、中央集中型の権限を必要としない非集中型のシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　正式のプロパティシステムが行う最も重要なことの１つは、アクセスしにくい状態から
アクセスしやすい状態にアセットを変形することにより、所有権を広範なネットワーク内
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で容易に通信し、組み立てることができるようにすることである。アセットをプロパティ
に変換するには、所有権の社会的、かつ経済的に有用な属性を記録し、体系化する複雑な
システムが必要である。アセットをプロパティタイトルで具体化し、それを公開台帳に記
録する行為によって、アセットがどのように保持され、使用され、やり取りされるべきか
について行為者の間のコンセンサスが得られやすくなる。政情不安の時代を除き、行政お
よび制度的に運営されているプロパティシステムは、信頼をもたらし、有意な価値を開放
する。これらの記録をデジタル化すると、効率の向上およびコストの低減が見込まれるが
、システムは詐欺やデータ損失に対し非常に脆弱になっている。
【０００４】
　物理アセットについては、所有権およびその移転は伝統的に、中央集中型の権限を通し
て確立されてきた。例えば、不動産の権利の登録は、行政官庁に記録され、車両の権利の
登録は、自動車両部門を通して処理される。特許、商標および著作権などの有形とはいえ
ないアセットの所有権であっても、行政官庁に記録することができる。
【０００５】
　ビジネスマーケティングにおいて、贋造が深刻な問題となっている。製造品の偽造は、
世界的問題であり、最近の研究では、現在世界の総ＧＤＰの８％が、偽造品の製造および
販売により生み出されていると推定されている。偽造医薬品、自動車部品、殺虫剤、およ
び子供用玩具など、多岐にわたる偽造品が、公衆衛生に重大なリスクをもたらしている。
加えて、偽造コンピュータチップ、航空宇宙部品、および本人確認書類は、国家の安全保
障に重大なリスクを与えている。美術作品、公文書、および高級品といったような貴重品
は、特定の手続き、またさらには、専門家によるそのアイテムの真正性の検証が必要な場
合が多い。シリアル番号、バーコード、ホログラフィックラベル、ＲＦＩＤタグ、および
、セキュリティインクまたは特殊繊維を用いた隠しパターンを用いた、ラベリングおよび
タギング戦略など、オブジェクトを一意的に識別し、認証するために、様々な手法が試み
られてきた。これらの方法はすべて、複製または改ざんすることが可能であり、多くの場
合、保護しようとする物品の製造にかなりの余分なコストがかかる。物理ラベルおよびタ
グも、容易に失われたり、変更されたり、盗まれたりする可能性がある。その結果、実用
に適したマテリアル認証を実行することは、非常に難易度の高い問題であるといえる。
【０００６】
　米国ＦＢＩは、偽造行為を「２１世紀の犯罪」と名付けている。おおむね、世界全体の
売上高の６５００億ドルを超える金額が、物品を偽造するために毎年失われている。米国
のビジネスは、偽造行為により年間２０００～２５００億ドルの損害を被っている。フォ
ーチュン５００企業の９２％が、偽造行為の影響を受けている。世界税関機構および国際
商業会議所は、毎年の国際取引のおよそ７～８％が偽造品での取引であると推定している
。偽造行為は、年齢、居住地または富裕度に関係なく、ほぼすべての市場およびほぼすべ
ての消費者に影響を及ぼす。偽造製品には、いくつか例をあげると、偽造薬により傷害お
よび死亡を引き起こす医薬品、自動車および航空機の両方のフェイクバッテリ、車両部品
などの情報技術（ＩＴ）および電子機器類、食品、飲料、およびその他の消耗品、例えば
タバコおよびその他の農産物、玩具、衣類およびアクセサリ、家具、生地、建築資材など
の消費財が含まれる。防衛技術までもが、偽造マイクロチップにより打撃を受けている。
【０００７】
　認証だけでは、偽造行為を止めるのに十分ではない。偽造者は、本物の製品を製造する
工場から未完成品を流用し、ラベルおよびタグなど自身の偽造ブランド識別子を追加する
など、様々な戦略を用いている。偽造品は、元の製造施設、荷送人、流通時、または小売
店等々、あらゆる時点でサプライチェーンに入り込む可能性がある。製造者または供給者
が、どこで、いつアイテムがサプライチェーンに入り込んだかを正確に特定することがで
きなければ、偽造品の識別および除去はほぼ不可能になる。
【０００８】
　望ましい解決策は、人間を識別し、検証するためのバイオメトリック法と類似したもの
となるであろう。このようなプロセスであれば、アイテムを一意的に認証するために使用
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され得る特徴的なパターンまたはキー特徴を識別するであろう。このようなパターンが、
適切なハッシュまたは暗号化技術とともに抽出されると、結果として生じる特徴は、コン
パクトであるが複製不可能となり、これにより、追加の人間による検証を必要とせずに、
認証プロセスをセキュリティ保護することが可能になる。
【０００９】
　オブジェクトをフィンガープリンティングするための複数の解決策が提案されている。
例えば、Ｊ．Ｄ．Ｂｕｃｈａｎａｎ，ｅｔ　ａｌ．，“Ｆｏｒｇｅｒｙ：“Ｆｉｎｇｅｒ
ｐｒｉｎｔｉｎｇ”ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ　ａｎｄ　ｐａｃｋａｇｉｎｇ”，Ｎａｔｕｒｅ
　４３６，４７５（２８　Ｊｕｌｙ　２００５）；Ｗ．Ｃｌａｒｋｓｏｎ，ｅｔ　ａｌ．
，“Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｂｌａｎｋ　Ｐａｐｅｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｃｏｍｍｏ
ｄｉｔｙ　Ｓｃａｎｎｅｒｓ”，Ｐｒｏｃ．ＩＥＥＥ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｓｅ
ｃｕｒｉｔｙ　ａｎｄ　Ｐｒｉｖａｃｙ，Ｍａｙ　２００９，ｐｐ．３０１－３１４；Ａ
．Ｓｈａｒｍａ，ｅｔ　ａｌ．，“Ｐａｐｅｒｓｐｅｃｋｌｅ：ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃ
　ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐａｐｅｒ”，Ｐｒｏｃ．１８ｔｈ　ＡＣＭ　
Ｃｏｎｆ．Ｃｏｍｐｕｔ．Ｃｏｍｍ．Ｓｅｃｕｒ．，ｐｐ．９９－１１０，２０１１を参
照されたい。これらの論文に記述されている研究は、概して、オブジェクトの表面テクス
チャの抽出および符号化を対象としている。加えて、オブジェクトの抽出された特徴を符
号化する際に、テクスチャのランダム性のような物理プロパティがさらに考慮される。そ
れにもかかわらず、上記の解決策は、概して、精巧な機械設定に依存するか、または正確
な位置合わせを必要とするため、広く普及するには実用的ではない。したがって、目が肥
えている美術商から一般の消費者まで誰もが手軽に入手可能で、アクセス可能なオブジェ
クト認証を実行するためのシステムおよび方法が依然として必要である。
【００１０】
　偽造品の拡散に対する解決策を提供するために、様々な手法が取られてきた。このよう
な例の１つは、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔのＲＦ－ＤＮＡプロジェクトであり、これは、技術的
に高度な真正性証明書（ＣＯＡ）を用いた、「署名」をコピーするのは難しいが、認証が
簡単で便利な偽造行為防止デバイスである。提案されているＣＯＡは、ランダムな一意の
構造を有する固定次元のデジタル署名された物理オブジェクトである。その要件の中で重
要な点は、ＣＯＡは、作成および認証は安価であるが、複製が非常に高価であるというこ
とである。近接場において誘電体および導電性共振器の無線周波電磁気「フィンガープリ
ント」を用いることが、提案されているＣＯＡの技術的基礎である。ＤｕＰｏｎｔ（商標
）は、自社のＩｚｏｎ（登録商標）偽造行為防止技術を提示しており、この技術は、製品
をラベリングするための画像が埋め込まれた視覚的３Ｄホログラムに基づいたセキュリテ
ィシステムを用いている。
【００１１】
　既存のシステムは、中央集中型の管理およびセキュリティデバイスのソーシングが必要
であるため、記録作成のためのアクセスの容易さだけでなく、記録に関する情報の入手も
制限される可能性がある。さらに、複数の管理主体が利用可能であり、複数の規格が記録
の作成および保持に用いられている場合には、特定のアイテムに関する情報を求める人は
、どの規格が用いられているかを知ることが必要となり、あらゆる利用可能な規格につい
て復号化能力を有することが必要となるであろう。
【００１２】
　デジタルアセットの所有権を文書化し、デジタル権利を移転するという課題、つまりデ
ジタル著作権管理、すなわち「ＤＲＭ」に対処しようと、様々な手法が取られてきた。米
国特許第９，０６４，２７６号明細書に記載されているように、Ａｍａｚｏｎ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．は、アプリケーションに固有のデジタルストアを生成して、
エンドユーザが、アプリケーションに関連付けされたコンテンツアイテム（ゲーム、音楽
、電子書籍、映画など）の購入先、販売先、または取引先である他者とのトランザクショ
ンを行うことが可能になるシステムについて記載している。このシステムは、中央集中型
のコンテンツ管理システムに依存しており、このシステムを通じて、時間制限された認証
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トークンが、移転されるアイテムに関連付けされる。トークンが指定された時間内に償還
されない場合、中央集中型のデータベースに移転の記録は作成されない。
【００１３】
　ブロックチェーンシステムは、グローバル状態が分散したデバイスの数にわたって格納
されるグローバル状態のシステムである。例としては特に、ビットコイン（Ｂｉｔｃｏｉ
ｎ）、リップル（Ｒｉｐｐｌｅ）、ネームコイン（Ｎａｍｅｃｏｉｎ）などのネットワー
クがある。公開／秘密キー暗号方式およびハッシュチェーンを組み合わせることにより、
分散したすべてのノードで保持される単一の台帳－ブロックチェーン－として任意の安全
な状態を格納する仕組みを提供する。ノードは、システムに全体に適用される「プルーフ
オブワーク（ｐｒｏｏｆ　ｏｆ　ｗｏｒｋ：仕事量による証明）」ハッシュアルゴリズム
に基づいてローカル状態を更新する。これらのシステムは、多数のデバイスにわたって共
有される共通グランドを確立するための安全な仕組みを提供する。
【００１４】
　ベルリンに拠点を置くＡｓｃｒｉｂｅは、ビットコインブロックチェーンに記録された
デジタルアートワークの暗号化ハッシュを用いるデジタル著作権および検証システムを提
供している。国際特許公開第２０１５／０２４１２９号パンフレットに記載されているＡ
ｓｃｒｉｂｅの手法は、アートワークのハッシュを用いて、ビットコインアドレスである
識別子を生成している。アートワークの移転は、ビットコイントランザクションによって
表される。したがって、システムは特定の暗号通貨規格に依存し、他の暗号通貨とは互換
性がないことになる。さらに、ビットコインの楕円曲線暗号方式に依存すると、わずか１
６０ビットのハッシュ（第１のハッシュ：ＳＨＡ２５６；第２のハッシュ：ＲＩＰＥＭＤ
－１６０）となってしまい、これでは量子コンピュータが利用可能なれば、ハッカーに対
して脆弱であると予測されている。特に、Ｐｒｏｏｆ　ｏｆ　Ｅｘｉｓｔｅｎｃｅおよび
Ｂｌｏｃｋｓｉｇｎなどの他の企業は、ビットコインブロックチェーンに文書をハッシュ
し、文書の存在証明書を生成し、公証人サービスと同種の、後でそれを検証可能にするた
めのシステムを提供している。Ａｓｃｒｉｂｅと同じように、ビットコインブロックチェ
ーンを用いることで、システムは単一の暗号通貨規格に限定される。
【００１５】
　ＥｖｅｒＬｅｄｇｅｒは、不正行為を防ごうと、何千ものダイヤモンドおよびそれらの
一意の特性をビットコインブロックチェーンに記録している。他の方法ではその来歴が紙
の証明書に依存するだろう他の高価な贅沢品への適用が企図されている。少なくともダイ
ヤモンドについては、各宝石の「フィンガープリント」の一貫性を確保するために、認可
された試験所による検査が必要である。このような方法は、ビットコインスクリプトのオ
ペコードＯＰ＿ＲＥＴＵＲＮを用いている。このような手法－ブロックチェーンに任意の
データを格納することは一般に、「悪いアイデア」であると考えられている－に関して、
かなりの開発者が懸念している。非通貨データを他の場所に格納する方が、コストが低く
、効率が良い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　事実上すべての潜在的ユーザに広く利用可能で、いかなる特定の暗号通貨システムまた
はハッシング方式に依存しないシステムが依然として必要である。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　例示的な一実施形態では、非集中型プロパティシステムおよび方法が提供され、中央集
中型の権限がシステムを操作したり、セキュリティ保護したりすることを必要とせずに、
ある当事者から別の当事者に所有権を直接移転することが可能になる。デジタル署名は、
システム内でタイトル（「ビットマーク（ｂｉｔｍａｒｋ）」）を発行し移転する方法を
提供する。ブロックチェーンアルゴリズムを使用して、誰が何を所有しているかについて
の、分散コンセンサスが実現可能になる。デジタルアセットは、暗号的に安全なハッシュ
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関数を用いたデジタルフィンガープリントによって一意的に識別することができる。アセ
ットの画像から計算されたフィンガープリントは、物理アセットを一意的に識別する方法
において使用してもよい。いくつかの実施形態では、物理アセットに使用される一意の識
別子は、物理複製困難関数、すなわち「ＰＵＦ」であってもよい。タイトル移転は、検証
可能であり、偽造不可能な所有権のチェーン（「来歴」）を作成する。
【００１８】
　デジタル署名およびフィンガープリンティングのようなその他の方法は、ビットコイン
に用いられるもの（ワールドワイドウェブｂｉｔｃｏｉｎ．ｏｒｇで入手可能であり、参
照により本明細書に援用される、Ｓａｔｏｓｈｉ　Ｎａｋａｍｏｔｏ，“Ｂｉｔｃｏｉｎ
：Ａ　Ｐｅｅｒ－ｔｏ－ｐｅｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃａｓｈ　Ｓｙｓｔｅｍ”を
参照されたい）に類似してはいるが、それとはかなり異なるブロックチェーンアルゴリズ
ムを用いて、タイトル（「ビットマーク）」）を発行し、移転する方法を提供する。いず
れの暗号通貨にも依存しない一元化された台帳が作成される。プロパティを記述している
特定の属性を含むアセット記録（Ａｓｓｅｔ　Ｒｅｃｏｒｄ）が作成され、アセットをデ
ジタル表現する。次に、発行記録（Ｉｓｓｕｅ　Ｒｅｃｏｒｄ）が作成され、特定のアセ
ット記録にリンクしているプロパティの実現値を表す。移転記録（Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒ
ｅｃｏｒｄ）が作成され、所有権が変わるたびに記録する。移転記録は互いに連鎖されて
おり、ルートは発行記録に連鎖され、これがアセット記録に連鎖される。ビットマークは
、ビットマークブロックチェーンに格納されている全記録のチェーンである。ブロックチ
ェーンの構築中には暗号通貨は生成されず、また所有権の移転を表す暗号通貨も使用され
ない。ビットマークブロックチェーンは、いかなる特定の暗号通貨システムにも依存しな
いため、ＳＨＡ－２およびＳＨＡ－３を含め、どの安全なハッシュアルゴリズム群からの
ハッシュ関数を用いてもかまわない。
【００１９】
　ビットマークシステムのユーザはそれぞれ、一意の番号、例えばＥｄ２５５１９公開キ
ー（「ｐｕｂｋｅｙ」：ｐｕｂｌｉｃ－ｋｅｙ）のペア、または、ユーザが発行記録およ
び移転記録に署名することが可能な他の適切なｐｕｂｋｅｙシステムに関連付けされたア
カウントを有する。ビットマークの所有者は、そのｐｕｂｋｅｙによって識別される。こ
れは、ビットマークのアカウントがＳＰＨＩＮＣＳなどのポスト量子コンピューティング
アルゴリズムを含む複数のタイプの署名をサポートできるため、１つのタイプのアドレス
および署名のみを有するビットコインとは異なる。
【００２０】
　本発明の一態様では、物理オブジェクトの局所領域の画像から得られた符号化されたデ
ータを用いて、一意の表面レベルのテクスチャパターンに基づいて物理アセットを安全に
参照（「フィンガープリント」）し、物理アセットをデジタルアイテムとして追跡可能に
する。暗号的に安全なハッシュ関数を用いて、デジタルアセットのフィンガープリントを
行う。本発明は、それらのフィンガープリントの抽出およびマッチングを介して、異なる
オブジェクトまたはマテリアルを認証するための枠組みを提供する。稜線終了点および分
岐点などのパターンを「関心点」として用いるバイオメトリックフィンガープリンティン
グプロセスとは異なり、本発明の一実施形態は、表面テクスチャ情報を含むオブジェクト
の局所画像領域を再構成するためのステレオ測光技術を適用している。回復された画像領
域の関心点は、最先端のコンピュータビジョンアルゴリズムによって検出し、記述するこ
とができる。次元削減技術およびハッシング技術とともに、本発明の手法は、実際の物理
オブジェクト認証作業のために、文書を含む事実上あらゆるオブジェクトのコンパクトな
画像特徴を用いてオブジェクトの検証を実行することができる。
【００２１】
　本明細書に記載されている技法は、「デジタル権管理」（ＤＲＭ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｒ
ｉｇｈｔｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）とは異なることに留意されたい。行為者に他者の記
録された財産権を尊重させるかどうかは、プロパティおよび法制度の個別の性質によって
決まる。本発明のシステムおよび方法は、誰が何を所有するかについて安全に合意する手
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段を提供する。
【００２２】
　本発明の１つの態様では、アセットの所有権を記録するための方法は、コンピューティ
ングデバイスを使用して、アセットのデジタル表現のハッシュと、アセット記録を生成す
るクライアントの公開キーと、作成クライアントの秘密キーを備えるデジタル署名と、を
備えるフィンガープリントを有するアセット記録を生成するステップと、コンピューティ
ングデバイスを使用して、ピアツーピアネットワークの１つまたは複数のノードと通信し
、以下のステップ、すなわち、フィンガープリントの二重ハッシュと、作成クライアント
の公開キーと、二重ハッシュされたフィンガープリントおよび作成クライアントの公開キ
ーを有する作成クライアントのデジタル署名のハッシュを備える所有者署名と、を備える
少なくとも１つの発行記録を生成するステップ、および少なくとも１つの発行記録を公開
台帳に表示するステップを実行することによって、公開台帳にエントリを生成するステッ
プと、を含む。いくつかの実施形態では、アセットは、音楽、ビデオ、電子書籍、デジタ
ル写真、デジタル画像、および個人情報からなる群から選択されるデジタルプロパティで
ある。別の実施形態では、アセットは物理プロパティであり、方法は、物理プロパティの
表面上の関心領域の局所画像を使用して、物理プロパティに対応するデジタルフィンガー
プリントを生成するステップをさらに含む。局所画像は、照度差ステレオ画像とすること
ができ、コンピューティングデバイスが、そこからキーポイント検出器を使用して照度差
ステレオ画像内の局所的な関心点を識別し、２進記述子を使用する２進列であって、アセ
ットのデジタル表現を備える２進列として、局所的な関心点を符号化する。
【００２３】
　方法は、新たな所有者へのアセットの移転を記録するための第１の移転記録であって、
アセットの完全な発行記録の二重ハッシュおよび新たな所有者の公開キーを備える移転記
録であり、かつ、所有者署名によってデジタル署名された移転記録を生成するステップと
、所有者署名に関連付けされたアセットの所有権の分散コンセンサスを生成するブロック
チェーンアルゴリズムを使用して、第１の移転記録の有効性を確認し、第１の移転記録の
有効性が確認された場合には、移転記録を公開台帳に表示し、第１の移転記録の有効性が
確認されない場合には、移転記録を拒絶するステップと、をさらに含んでもよい。いくつ
かの実施形態では、方法は、第１の移転記録を生成するステップの後に、ユーザインタフ
ェースにおいて支払いリクエストを表示するステップと、実行ステップに進む前に、ユー
ザの支払いが送金されたかどうかを判定するステップと、をさらに含んでもよい。方法は
、前の所有者から後続の新たな所有者への移転を記録するための後続の移転記録であって
、前の移転記録の二重ハッシュおよび後続の新たな所有者の公開キーを備える後続の移転
記録であり、かつ、前の所有者によってデジタル署名された後続の移転記録を生成するス
テップをさらに含んでもよい。いくつかの実施形態では、方法は、後続の移転記録を生成
するステップの後に、ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを表示するステッ
プと、実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金されたかどうかを判定するステッ
プと、をさらに含んでもよい。少なくとも１つの発行記録が複数の発行記録を備える諸実
施形態では、発行記録はそれぞれ、異なるノンス（ｎｏｎｃｅ）を含み、別個のブロック
チェーンに関連付けされている。
【００２４】
　本発明の別の態様では、アセットの所有権を記録するためのシステムは、アセットのデ
ジタル表現のハッシュと、アセット記録を生成するクライアントの公開キーと、作成クラ
イアントの秘密キーを備えるデジタル署名と、を備えるフィンガープリントを有するアセ
ット記録を生成するように構成されたクライアントコンピューティングデバイスと、クラ
イアントコンピューティングデバイスと通信状態にあるピアツーピアネットワークであっ
て、以下のステップ、すなわち、フィンガープリントの二重ハッシュと、作成クライアン
トの公開キーと、二重ハッシュされたフィンガープリントおよび作成クライアントの公開
キーを有する作成クライアントのデジタル署名のハッシュを備える所有者署名と、を備え
る少なくとも１つの発行記録を生成するステップ、および少なくとも１つの発行記録を公
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開台帳に表示するステップを実行することにより、公開台帳にエントリを生成するピアツ
ーピアネットワークと、を含む。アセットは、音楽、ビデオ、電子書籍、デジタル写真、
デジタル画像、および個人情報からなる群から選択されるデジタルプロパティであっても
よい。あるいは、アセットは物理プロパティとすることができ、この場合、クライアント
コンピューティングデバイスはさらに、物理プロパティの表面上の関心領域の局所画像を
使用して、物理プロパティに対応するデジタルフィンガープリントを生成するように構成
された照度差ステレオデバイスと通信状態にある。照度差ステレオデバイスは、キーポイ
ント検出器を使用して照度差ステレオ画像内の局所的な関心点を識別し、２進記述子を使
用する２進列であって、アセットのデジタル表現を備える２進列として、局所的な関心点
を符号化するように構成されている。クライアントコンピューティングデバイスおよびピ
アツーピアネットワークの少なくとも１つのノードは、新たな所有者へのアセットの移転
を記録するための第１の移転記録であって、アセットの完全な発行記録の二重ハッシュお
よび新たな所有者の公開キーを備える移転記録であり、かつ、所有者署名によってデジタ
ル署名された移転記録を生成し、所有者署名に関連付けされたアセットの所有権の分散コ
ンセンサスを生成するブロックチェーンアルゴリズムを使用して、第１の移転記録の有効
性を確認し、第１の移転記録の有効性が確認された場合には、移転記録を公開台帳に表示
し、第１の移転記録の有効性が確認されない場合には、移転記録を拒絶するために通信す
るようにさらに構成されてもよい。いくつかの実施形態では、システムは、後続の移転記
録を生成するステップの後に、ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを表示す
るために、少なくとも１つのクライアントコンピューティングデバイスおよび少なくとも
１つのノードを通信させるステップと、実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金
されたかどうかを判定するステップと、をさらに含んでもよい。
【００２５】
　システムは、前の所有者から後続の新たな所有者への移転を記録するための後続の移転
記録であって、前の移転記録の二重のハッシュ、および後続の新たな所有者の公開キーを
備える後続の移転記録を生成するためにピアツーピアネットワークと通信状態にある少な
くとも１つの第２のクライアントコンピューティングデバイスをさらに備えてもよい。こ
の場合、システムは、後続の移転記録を生成した後に、少なくとも１つの第２のクライア
ントコンピューティングデバイスに、ユーザインタフェースにおいて支払いリクエストを
表示させ、実行ステップに進む前に、ユーザの支払いが送金されたかどうかを判定させる
ステップをさらに含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のシステムのブロック図である。
【図２】複数の移転記録を示すシステムの一実施形態のブロック図である。
【図３Ａ】アセット記録を作成する初期トランザクションのブロック図である。
【図３Ｂ】図３Ａのアセット記録に基づいてビットマークが作成されるトランザクション
のブロック図である。
【図３Ｃ】２つのビットマーク内のトランザクションのブロック図である。
【図３Ｄ】図３Ａの元のアセット記録に基づいた追加のビットマークの発行を示すブロッ
ク図である。
【図４】ビットマーク記録の一例のための例示的なユーザインタフェース（ＵＩ）の図で
ある。
【図５】ビットマークを移転するための例示的なＵＩの図である。
【図６】図５の移転完了後の例示的なＵＩの図である。
【図７Ａ】物理アセットのための符号化されたフィンガープリントを生成する際に使用さ
れるデバイスの一実施形態を図式化したものである。
【図７Ｂ】デバイスの使用の一例を図示する。
【図８】物理アセットのための符号化されたフィンガープリントを作成するためのステッ
プを示すブロック図である。
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【図９Ａ－９Ｃ】物理オブジェクトのフィンガープリンティングに対する照度差ステレオ
法（図９Ａ）、およびベースライン法（図９Ｂ）の一実施形態を用いて得られたスコア分
布を比較したものであり、図９Ｃは、各手法のＲＯＣ曲線を比較したものである。
【図１０】本発明のシステムの一実施形態を実施するための例示的なネットワーク環境の
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の諸実施形態を説明する目的のために、以下の定義が適用される。
【００２８】
　「アカウント」は、ビットマークシステム内のプロパティの登録および所有権を識別す
るために使用される公開キーと秘密キーのペアを意味する。「公開アカウント番号」とも
呼ばれるアカウント識別子（ＩＤ）、すなわち「ビットマークアカウント」は、公開キー
である。一人のユーザが、ビットマークシステム内に複数のアカウントを有してもよい。
このアカウントは、公開キーの符号化方式、すなわちビットマークシステムでの「アカウ
ント」である。アカウントには、キーに関する様々な情報が含まれている。例示的な一実
施形態では、符号化方式は、ｂａｓｅ５８符号化方式である。
【００２９】
　「アセット記録」は、ビットマークシステム内の新たなプロパティの登録を不変に記録
するブロックチェーンデータ構造を意味する。
【００３０】
　「ビットマーク」は、ビットマークシステム内の特定の物理プロパティまたはデジタル
プロパティに対する所有権を確保するデジタルタイトルを意味する。ある所有者から別の
所有者へとビットマークを移転させることにより、指定されたプロパティの所有権が移転
する。ビットマークは、ビットマーク移転記録およびルート発行記録のチェーンを介して
ブロックチェーンに表される。
【００３１】
　「ビットマーク移転記録」、すなわち「ＢＴＲ」は、ビットマークタイトルを表すブロ
ックチェーンデータ構造を意味する。
【００３２】
　「発行」は、デジタルプロパティのための新たなビットマークを作成するプロセスを意
味する。発行はデジタルプロパティに対してのみ適用可能で、ビットマークシステム内で
所有することが可能な、より多くのコピーを効果的に作成する。新たなビットマークの発
行は、最新の登録移転記録の所有者のみが行うことができる。
【００３３】
　「キーのインポートフォーマット」、すなわち「ＫＩＦ」は、秘密キーの（ｂａｓｅ－
５８またはその他の）符号化、ならびにいくつかのアルゴリズムおよびチェックサムオブ
ジェクトを意味する。ＫＩＦを用いて、ビットマークアカウントをインポートしてクライ
アントに戻してもよい。
【００３４】
　「所有者」は、少なくとも１つのアカウントへの秘密キーを保持する、ビットマークシ
ステムの任意のユーザを意味する。ビットマークシステムのユーザが、ビットマークの所
有権のチェーン内の最新のビットマーク移転記録の所有者公開キーフィールドに対応する
秘密キーを保持することを、ユーザは「ビットマークを所有する」といわれる。
【００３５】
　「パスフレーズ」は、ユーザのキーストアにアクセスするために使用される複合パスワ
ードを意味する。ビットマークアカウントは、どの同期されたキーストアがローカルダウ
ンロードのユーザに属しているかを識別する一方で、パスフレーズは、ユーザがローカル
キーストアを解読し、それぞれのアカウントの秘密キーにアクセスできるようにする。ビ
ットマーククライアントアプリにログインするには、ビットマークアカウントＩＤおよび
パスフレーズの両方が必要である。パスフレーズはまた、クライアント内で安全なトラン
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ザクションが開始されるときは常に必要である。
【００３６】
　「プロパティ」は、物理アイテムまたはデジタルアイテムの一意のデジタル表示（ハッ
シュ）を意味する。プロパティのハッシュは、新たなプロパティの登録価格の間に生成さ
れる。登録記録の一部として、プロパティのハッシュは永続的かつ不変である。
【００３７】
　「登録者」は、新たなプロパティ、すなわちビットマークシステム内のアセット記録の
登録の作成に使用されるビットマークアカウントを意味する。より具体的には、アカウン
トの公開キーは、アセット記録の「登録者」フィールドに不変に記録され、アカウントの
秘密キーは、アセット記録に署名するために使用される。物理プロパティについては、登
録者はまた、初期ビットマーク移転記録の所有者でもある。デジタルプロパティについて
は、登録者は、初期登録移転記録の所有者である。
【００３８】
　「登録」は、新たな物理プロパティまたはデジタルプロパティをビットマークブロック
チェーンに追加するプロセスを意味する。登録により、プロパティはブロックチェーン内
の登録記録に永続的にバンドされる。登録は、登録者によって作成され、登録記録として
ブロックチェーンに記録される。登録記録は、プロパティの全ビットマークチェーンの基
本要素としての役割を果たす。
【００３９】
　「登録移転記録」、すなわち「ＲＴＲ」は、プロパティ登録の現在の所有者を表すブロ
ックチェーンデータ構造を意味する。ＲＴＲは、デジタルプロパティについてのみ存在す
る。登録移転記録の所有権は、所有者にビットマーク発行能力を付与する。登録移転記録
とビットマーク移転記録との間の唯一の技術的違いは、プロパティのタイプである。
【００４０】
　「トランザクション」は、３つの主なビットマークプロセス、すなわち登録、移転、お
よび発行のうちのいずれかを意味する。
【００４１】
　「移転」は、あるビットマークアカウントから別のアカウントへの所有権の変更を意味
する。移転は、ＢＴＲまたはＲＴＲのいずれかに適用することができる。移転トランザク
ションは、旧所有者の秘密キーで署名され、かつ、新たなユーザの公開キーに割り当てら
れた新たなＢＴＲまたはＲＴＲのいずれかを作成する。移転記録のチェーンが、ビットマ
ークブロックチェーン内で、登録、すなわちビットマークの所有権のチェーンを構成して
いる。
【００４２】
　本発明の諸実施形態によれば、非集中型のプロパティシステムおよび方法により、中央
集中型の権限がシステムを操作したり、セキュリティ保護したりすることを必要とせず、
かつ、既存の暗号通貨システムに依存せずに、ある当事者から別の当事者に所有権を直接
移転することが可能になる。デジタル署名は、システム内でタイトル（「ビットマーク」
）を発行し移転する方法を提供する。ブロックチェーンアルゴリズムを使用することによ
り、ビットコインおよびその他の暗号通貨に対して用いられるやり方に類似したやり方で
、誰がアセットを所有しているかについての分散コンセンサスが実現可能になる。デジタ
ルアセットは、暗号的に安全なハッシュ関数を用いて一意的に識別することができる。物
理アセットの局所画像から得られたフィンガープリントを用いて、物理アセットを一意的
に識別することができる。タイトル移転は、検証可能であり、偽造不可能な所有権のチェ
ーン（「来歴」）を作成する。
【００４３】
　本発明の１つの態様では、物理オブジェクトの表面の局所領域の画像から得られた符号
化されたデータを用いて、一意の表面レベルのテクスチャパターンに基づいて物理アセッ
トを安全に参照（「フィンガープリント」）する。暗号的に安全なハッシュ関数を用いて
、デジタルアセットのフィンガープリントを行う。デジタルプロパティの稀少性が実現可



(14) JP 2018-515048 A 2018.6.7

10

20

30

40

50

能であり、現実世界の概念的および法的枠組みに対応することが可能である。
【００４４】
　ビットマークシステムの使用を開始するには、ユーザ、または「クライアント」が最初
にアカウントを作成する必要がある。クライアントは、デスクトップもしくはその他のパ
ーソナルコンピューティングデバイスを使用して、または「ビットマークアプリ（Ｂｉｔ
ｍａｒｋ　Ａｐｐ）」を有するモバイルデバイスを使用して格納またはアクセスされたウ
ェブベースのアプリケーションを用いて、ビットマークシステムにログオンすることがで
きる。ビットマークシステムを説明する目的のために、このようなデバイスを一般に「コ
ンピューティングデバイス」と呼ぶことにする。セットアップウィザードは、ユーザに新
たなアカウントを作成するステップを案内する。まず、アカウント番号が割り当てられる
。例示的な一実施形態では、一意の５０個の文字のビットマークアカウント番号を使用し
て、ビットマークシステム内のユーザおよびユーザのプロパティ（アセット）を識別する
。アカウント番号は、クライアントのアカウントにビットマークを移転するために、クラ
イアントが他のビットマークユーザに与える識別子である。アカウント番号は、コンピュ
ーティングデバイス上でクライアントの設定ページからアクセス可能なままである。
【００４５】
　ビットマークアカウントの作成の次のステップは、クライアントの秘密キーの生成およ
び格納を伴い、このステップもまた、クライアントのコンピューティングデバイス上で行
われ、すなわちビットマークシステムのサーバ（「ビットマークドクサーバ」）で行われ
るのではない。例示的な一実施形態では、秘密キーは、クライアントのアカウントにアク
セスし、かつ、ビットマークが作成されているアセットを管理するために使用される５４
個の文字列である。次に、ビットマークアカウントは、クライアントの秘密キーから生成
される。クライアントのアセットの管理に加えて、秘密キーは、万一クライアントのコン
ピューティングデバイスが紛失または破損した場合に、ビットマークソフトウェアがアカ
ウントを回復するための手段を提供する。ビットマークドサーバは、秘密キーを生成せず
、また格納しないため、セットアップウィザードは、コンピューティングデバイスとは別
個の安全な場所に秘密キーを保存するようユーザに指示し、次に、検証のために秘密キー
を入力するようにユーザに指示する。秘密キーの検証後に、ユーザの秘密キーを入力する
ためのショートカットとして、同じコンピューティングデバイスを使用する場合には、ユ
ーザは、使用可能なパスコードを入力するように指示される。パスコードが入力され、検
証されると、ビットマークソフトウェアは、ユーザのアカウント番号に対応する新たなア
カウントを初期化する。ユーザはここで、ビットマークシステムで自身のアセットの記録
を開始できる状態になる。
【００４６】
　図１を参照すると、ビットマーク１００は、ただ１つの発行記録１０２と、ＢＴＲまた
はＲＴＲのいずれかとすることができる１つまたは複数の移転記録１０４と、で構成され
ているデジタル署名されたチェーンとして定義されている。アセット記録１０６には、物
理アセットまたはデジタルアセットについてのメタデータ、ならびに、ビットマークシス
テム内でそれを識別するために使用される一意のアセットフィンガープリントが含まれて
いる。アセット記録１０６はそれぞれ、次のフィールドを含む。すなわち、物理オブジェ
クトまたはデジタルファイルのデジタル表現のハッシュである「フィンガープリント」１
０８、登録者の公開キー（ＥＤ２５５１９４）である登録者１０９、（３）短いＵＴＦ－
８識別子である「名前」１１０、（４）ＵＴＦ－８テキストを識別する「記述」１１１、
および（５）登録者の秘密キーによって署名されたフィールド１０８～１１１のハッシュ
である「署名」１１２である。
【００４７】
　発行記録１０２は、アセット記録１０６から新たなビットマークを作成する。発行記録
１０２は、次のフィールド、すなわち、「アセットインデックス（ＡｓｓｅｔＩｎｄｅｘ
）」１１３を含み、これは対応するアセット記録１０６のフィンガープリント１０８の値
の二重ＳＨＡ－５１２ハッシュ（６４バイト）である。アセットインデックス１１３は、
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アセット記録１０６に対する一意の識別子としての役割を果たし、同じアセット記録１０
６に対するすべての発行記録１０２を通じて同一になる。アセット記録のフィンガープリ
ント１０８は、フィンガープリント値の元のサイズにかかわらず一貫したサイズを保証す
る手段として、２回ハッシュされる。さらに発行記録１０２に含まれているのは、所有者
の公開キー１１４である。いくつかの実施形態では、所有者の公開キー１１４は、発行を
作成したユーザの公開キー（ＥＤ２５５１９）である。当業者には明らかになるように、
Ｅｄ２５５１９＋ＳＰＨＩＮＣＳなどの他の公開キーを使用することができる。新たな発
行が行われると、発行記録１０２は、発行者によって自動的に所有される。ノンス１１５
は、同じアセットの複数の発行を区別するための一意の番号としての役割を果たす、符号
のない整数である。発行記録１０２は、署名１１６もまた含む。それは、発行者の秘密キ
ーによって署名されたフィールド１１３～１１５のハッシュである。
【００４８】
　ビットマークは、技術的には発行記録１０２のみを必要とする。移転記録は必要ではな
い。移転記録のないビットマークは、単に元のビットマークの発行者に属する。ビットマ
ークの発行者が別の所有者にビットマークを移転しなければ、ビットマークの所有権のチ
ェーンは、決して初期発行記録を超えて増大することはない。
【００４９】
　移転記録１０４は、ビットマークの所有権を移転し、以下のフィールド、すなわち、（
署名１１６を含む）以前の記録全体の二重ＳＨＡ－２５６ハッシュ（３２バイト）であり
、ビットマークの所有権のチェーン内の以前の記録を示すリンク１１７を含んでいる。以
前の記録は、発行記録１０２または別の移転記録１０４のいずれかとすることができる。
以前の記録は、以前の記録の元のサイズにかかわらず一貫したサイズを保証する手段とし
て、２回ハッシュされる。移転記録１０４にさらに含まれているのは、ビットマーク移転
受領者の公開キー（ＥＤ２５５１９）である所有者の公開キー１１８、および以前の記録
の所有者１２０の秘密キーを用いて署名された、フィールド１１７および１１８のハッシ
ュである以前の所有者の署名１２０である。
【００５０】
　移転記録１０４は、参照チェーン接続１０７および署名チェーン接続１０３の両方を有
する。リンク１１７の値は、参照チェーン接続１０７に対応し、それは先行する全記録の
二重ＳＨＡ－２５６ハッシュである。リンク１１７は、ビットマークチェーン内の先行す
る記録の方向を指しているものである。以前の（発行または移転）記録への署名チェーン
接続１０３には、以前の記録の所有者が自身の秘密キーを使用して、後続の移転記録１０
４にデジタル署名することが必要である。
【００５１】
　参照チェーン１０７と、署名チェーン１０３との間の区別の実際の意味合いの１つは、
アセット記録１０６と、こうしたアセット記録に接続されている発行記録１０３との間に
デジタル署名接続がないという点である。アセット記録の登録者フィールド１０９におい
て指定された公開キーの所有者は、アセット記録１０６それ自体にのみ署名し、いかなる
後続の発行記録にも署名する必要はない。これは、発行記録が元のアセットのレジストラ
によってではなく、記録を発行するユーザによって自己署名されているので、どのユーザ
も、アセットに対して新たなビットマークを発行できることを意味する。契約によって、
移転記録は、以前の記録の所有者の秘密キーを使用して署名されなければならない。ビッ
トマークの現在の所有者は、ビットマークを別のユーザに移転する権限が与えられた唯一
のユーザであるので、署名チェーンは、移転許可の暗号証明を提供する。
【００５２】
　ビットマークの現在の所有者（チェーンの右端の記録）は、チェーン内のデジタル署名
をチェックすることによって検証される。移転記録のリンクフィールド１１７が以前の記
録への参照チェーン１０７を確立するのに対して、移転記録の署名値は、移転記録１０４
が実際に有効かどうかを判定する。移転記録のデジタル署名が以前の記録の所有者の公開
キーにマッチする場合、移転記録は有効であると見なされ、ブロックチェーンに記録され
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る。そうでない場合、無効な移転記録はブロックチェーンから拒絶される。元のアセット
記録１０６は、実際のオブジェクトに対してその参照フィンガープリント１０８の有効性
を確認することによって検証される。システムは、分散型タイムスタンプサーバを通して
、その他の無効なトランザクション（例えば二重移転）から保護する。
【００５３】
　引き続き図１を参照すると、参照チェーン１０５の接続は、発行記録のアセットインデ
ックス１１３（ＡｓｓｅｔＩｎｄｅｘ）が、対応するアセット記録のフィンガープリント
値１０８に戻る方向を指していることを意味する。これは、以前の所有者の署名１２０を
所有者の公開キー１１４に接続している署名チェーン１０３とは異なる。この接続には、
チェーン内の直前の記録の所有者の秘密キー署名が必要である。
【００５４】
　アセット記録１０６は、自己署名されている。したがって、図２に示されるように、ど
のユーザもアセットに対して新たなビットマークを発行することができる。この場合、右
端の移転記録１２４Ｄおよび１２４Ｇに示された所有者の公開キーである「エバ（Ｅｖａ
）」および「ジーナ（Ｇｉｎａ）」はいずれも、（それぞれのビットマークチェーン（単
に「ビットマーク」とも呼ばれる２００Ａおよび２００Ｂ）内で、最後の移転記録を保持
しているので）現在の所有者である。同じアセットの方向を指していながら、異なる発行
署名を有するビットマークから生じている矛盾した所有権の主張は、財産権執行者によっ
て外部で解決されなければならない。すべてのプロパティトランザクションの不変、かつ
永続的な履歴として、ビットマーク２００Ａおよび２００Ｂは、証拠としての役割を果た
すことになる。
【実施例】
【００５５】
実施例１－デジタルアセットデータ構造例
　以下の例は、ビットマークシステムの基本データモデルに従って発生するトランザクシ
ョンを示す。本例は、例示目的でのみ提供されているが、１つのアセット、アセットに対
する３つのビットマーク、および１２人の異なるビットマークユーザで構成されている。
【００５６】
　図３Ａを参照すると、この例は、ユーザ＃１「アマンダ（Ａｍａｎｄａ）」が、新たな
アセット記録１５０を作成することによってビットマークシステムに新たなアセットを登
録しているトランザクション＃１から始まっている。この例では、アセットは、「崩れた
もの」というタイトルの、アマンダの新たな自費出版のサスペンス電子書籍である。アマ
ンダが電子書籍全体を用いてフィンガープリントを作成することもおそらくは可能である
が、書籍の一意の記述、例えば、タイトル、アマンダの名前、および出版日といったよう
な単純なものだけを生成することを選ぶか、または例えば選択されたページなど、書籍の
認識可能な抜粋を選択することができる。ビットマーク発行ユーザインタフェース（「Ｕ
Ｉ」）にアクセスすることによって、アマンダの選択されたデジタルファイルは、コピー
、すなわち例えばドラッグアンドドロップされるか、またはユーザのファイルをブラウズ
することにより選択され、ＵＩを介して、ファイルをハッシュしてアセットの一意のフィ
ンガープリントを計算するビットマークシステムにロードされる。ユーザインタフェース
は、フィンガープリントが生成されている間、時計、砂時計または回転ホイールなどのア
ニメーションを表示することができる。フィンガープリントが計算されたら、プッシュ通
知を送ることができる。フィンガープリント値がビットマークシステムにまだ存在しない
場合には、新たなアセット記録１５０が作成される。フィンガープリント値がビットマー
クシステム内に既に存在していれば、アマンダには、アセットに対する新たなビットマー
クを発行するオプションが代わりに表示されることになるが、これらは追加の、新たなア
セットとみなされることになる。
【００５７】
　アセット記録１５０の（２番目の）登録者フィールドは、アマンダの公開キー（太字で
示されたアマンダの名前）を表示している。アセット記録もまた、アマンダの秘密キーを
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使用して署名されている。したがって、アセット記録は、新たなアセットを登録する人に
よって「自己署名」されている。
【００５８】
　この第１のトランザクションでは、ビットマークは実際に生成されない。ビットマーク
は、図３Ｂに示される２つのトランザクション（＃２および＃３）の間に発行が行われる
まで生成されない。トランザクション＃２および＃３において、アマンダは、第１のトラ
ンザクションで登録したアセットに対する２つの新たなビットマークを発行する。これら
の２つの新たなビットマーク１５２および１５４は、２つの新たな発行記録１６０および
１６２を介して作成される。
【００５９】
　新たな発行記録１６０および１６２はいずれも、トランザクション＃１で作成された同
じアセット記録１５０を参照するので、アセット記録のフィンガープリント値は、ＳＨＡ
－５１２アルゴリズムを使用して２回ハッシュされ、新たな発行記録のアセットインデッ
クスのプロパティのいずれにも格納される。発行記録は、発行を作成したユーザによって
自動的に所有されるため、いずれの発行記録の所有者フィールドの値も、アマンダの公開
キー（「Ｏ：アマンダ」）である。発行記録のノンス（「Ｎ」）フィールドには、ノンス
のカウンタ値、例えば「Ｎ：１」および「Ｎ：２」が含まれており、同じアセットに対す
る発行記録がそれぞれ、必ず一意であるようになっている。発行記録１６０および１６２
はそれぞれ、アマンダの秘密キーを使用して、下部で署名されている。アセット記録と同
様に、発行記録は、発行記録を作成したユーザの秘密キーを使用して、常に自己署名され
る。どのユーザも、アセットに対して発行記録を作成することができる。アセット記録と
、それに対応する発行記録との間には、デジタル署名チェーンは存在しない。発行記録１
６０、１６２と、それに対応するアセット記録１５０との間の唯一の接続は、各発行記録
のアセットインデックスのプロパティによって確立された参照チェーン１５８である。こ
の時点で、アマンダはビットマーク１５２および１５４を所有している。
【００６０】
　図３Ｃは、ビットマーク１５２および１５４についてのトランザクション＃４から＃７
を図示する。トランザクション＃４において、アマンダは、ブライアン（Ｂｒｉａｎ）に
対しビットマーク１５４の移転（販売、寄贈、ライセンス供与、譲渡、またはその他のプ
ロパティ移転方法）を行う。新たな移転記録１７２は、ブライアンの公開キーを所有者（
「Ｏ：Ｂｒｉａｎ」）としてリストし、アマンダは、署名チェーン１６４によって示され
るように、自身の秘密キーで移転記録１７２に署名して移転を許可する。参照チェーン１
６６は、以前の記録の二重ＳＨＡ－２５６ハッシュ（３２Ｂ）を含む。
【００６１】
　トランザクション＃５において、アマンダは、新たな移転記録１７０を生成してクロエ
（Ｃｈｌｏｅ）にビットマーク１５２を移転するが、この新たな移転記録は、以前の記録
１６０のハッシュとともに、クロエの公開キーおよびアマンダの秘密キーを識別する。ト
ランザクション＃６は、クロエからディラン（Ｄｙｌａｎ）へのビットマーク１５２の移
転を移転記録１８０に記録する。現在クロエが所有者であるので、移転記録１７０と１８
０との間の署名チェーンを介しての移転を認可するために、クロエの秘密キーが使用され
る。７番目のトランザクションにおいて、ビットマーク１５２の現在の所有者であるクロ
エは、移転記録１９０を作成してディランにビットマーク１５２を移転する。
【００６２】
　移転記録は、以前の記録への参照チェーン接続、および以前の記録への署名チェーン接
続の両方が常に必要である。参照チェーンは、署名を含む以前の全記録の二重ＳＨＡ－２
５６ハッシュを計算し、このハッシュを移転記録のリンクフィールドに格納することによ
って作成される。リンク値は、ビットマークチェーン内の所定の記録の前にどの記録があ
るかをビットマークシステムに通知する。記録はそれぞれ、前の記録からの情報を含んで
いるため、不変の来歴を作成して、元の所有者に戻るまで追跡可能になる。
【００６３】
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　移転記録のリンクフィールドは以前の記録への参照チェーンを確立するが、一方、移転
記録の署名値は、移転記録が有効かどうかを判定する。移転記録のデジタル署名が以前の
記録の所有者フィールド（公開キー）にマッチする場合には、移転記録は有効なビットマ
ーク移転を表し、移転記録はビットマークブロックチェーンに記録される。しかしながら
、移転記録の署名値が以前の記録の所有者の公開キーにマッチしない場合には、ビットマ
ークシステムの有効性確認ノードは、移転記録を「無効」と指定し、移転記録をビットマ
ークブロックチェーンに含めることを拒絶することになる。要約すると、リンク値はビッ
トマークについての参照チェーンを作成するが、一方、署名値は参照チェーンをセキュリ
ティ保護する。
【００６４】
　図３Ｄを参照すると、エディ（Ｅｄｄｉｅ）もまた、アセットの一定の権利を有してい
る。本例に従うと、エディはアマンダの編集者であり、アマンダは、彼の助力に対する感
謝のしるしに数冊の電子書籍をフレディ（Ｆｒｅｄｄｉｅ）に贈ったと言える。アマンダ
はエディに、第１のトランザクションに備えて作成したフィンガープリントを提供する。
フィンガープリントを有することにより、エディはビットマークシステムにログオンし、
フィンガープリントを使用して発行記録１６４を作成することによって、新たなビットマ
ーク１５６を発行することが可能になる。新たな発行記録は、エディによって自己署名さ
れ、アセットインデックスは、ここでもまたアセット記録のフィンガープリント値の二重
ＳＨＡ－５１２ハッシュである。この新たな発行記録のノンス（「Ｎ」）フィールドには
、前の発行記録とは異なるノンス値（Ｎ＝３）が割り当てられ、同じアセットに対する発
行記録がそれぞれ、必ず一意であるようになっている。エディによる新たな発行は、発行
記録の署名値が、対応するアセット記録の登録者値の公開キーにマッチする必要がないこ
とを示している。どのユーザも、アセットに対して発行記録を作成することができるが、
それが元のアセット記録に関連付けされるようにするには、ユーザは、アセット記録と組
み合わせて生成されるフィンガープリントへのアクセスを有することが必要となる。
【００６５】
　ビットマークシステムのユーザインタフェース（「ＵＩ」）は、多くの様々な表示およ
びアクセスポイントを提供する。ユーザのビットマークアカウントには、ワールドワイド
ウェブに接続されたパーソナルコンピュータ（デスクトップ、ラップトップ、タブレット
など）を介してログインして、ビットマークのウェブサイト、またはデスクトップアプリ
ケーションまたはモバイルアプリケーション）に移動して、（１）保存されたビットマー
クアカウントＩＤファイルを求めてユーザのデバイス（コンピュータ、スマートフォン、
タブレットなど）をブラウズするか、または（２）ビットマークアカウントＩＤをスキャ
ンする（別のデバイスの画面のスキャンを含む場合がある）か、のいずれかによって、ア
クセスすることができる。いくつかの実施形態では、印刷されたビットマークアカウント
ＩＤは、スキャン可能なＱＲ（クイックレスポンス）コード、または１次元のバーコード
、２次元以上のバーコード、カラーコードおよび／または組み合わせ、色調値などを含む
他の光学的に読み取り可能なコードとして提供されてもよい。他の実施形態では、ビット
マークアカウントＩＤは、ユーザの運転免許写真であってもよいし、またはバイオメトリ
ック的に符号化したもの、例えば、指紋、手の形状、網膜または虹彩パターン、顔面の特
徴など、スマートフォンのカメラもしくは他の走査デバイスを用いてスキャンすることが
可能なもの、スマートフォンのボイスレコーダを用いて入力された音声パターン、ＤＮＡ
、またはユーザの様々な一意のバイオメトリック特徴の組み合わせであってもよい。
【００６６】
　万一ユーザが自分のビットマークアカウントＩＤを紛失した場合、システムにログイン
するための第３の方法では、ビットマーク回復コード（Ｂｉｔｍａｒｋ　Ｒｅｃｏｖｅｒ
ｙ　Ｃｏｄｅ）を使用することになる。このようなコードは、通常、新たなシステムのユ
ーザが最初にアカウントをアクティブにするときに提供される。回復コードを入力して回
復モードが開始されると、ユーザは、ビットマークデータを暗号化し、新たなビットマー
クトランザクションを許可するために使用される新たなビットマークパスフレーズの入力
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を求められる。システムは、ビットマークシステムへのアクセスに使用されるデバイスに
回復コードを保存しないようにユーザに警告する。パスフレーズは印刷して、書類金庫ま
たは貸し金庫などの安全な場所に保存することが好ましい。ユーザのビットマークアカウ
ントＩＤが回復不能に失われた場合の第４のオプションは、新たなビットマークアカウン
トＩＤを作成することである。
【００６７】
　ビットマークユーザが、自分の（または企業体の場合にはその企業体の）アカウントに
アクセスできるようになると、アクセス可能なＵＩに特定のビットマークに対する記録、
すなわちビットマーク記録ＵＩ（Ｂｉｔｍａｒｋ　Ｒｅｃｏｒｄ　ＵＩ）が含まれる。図
４は、図３Ｃのビットマーク１５２に基づいたビットマーク記録４００の一例を示し、上
述したように、ビットマークアカウントＩＤ、すなわち、ユーザの秘密キーに対応する英
数字コードを入力するか、またはいくつかの実施形態では、ビットマーク１５２のＱＲコ
ード（登録商標）４０２をスキャンすることによりアクセスすることができる。（ＱＲコ
ード（登録商標）は、例示的な例としてのみ図面に含まれていることに留意されたい）。
ＵＩは、ＱＲコード（登録商標）（使用される場合）と、アセットのタイトルと、対応す
るアセット記録１５０の作成中に提供された情報に基づいたアセットの記述４０４と、現
在の日付および時刻と、を表示している。記録４００に記載されている名前および日付は
、「来歴」を構成している。各行４０６は、移転を表す。図示された移転は、図３Ｃでビ
ットマーク１５２について示されたものに対応しており、各行は、識別されたユーザの対
応するアカウントＵＩ、例えばディラン、クロエ、アマンダへのリンクを有効な移転が完
了したときの日付およびタイムスタンプとともに示している。ユーザがビットマークの現
在の所有者である場合、この場合エバが、先頭の行をクリックするか、または先頭の行の
上にマウスを重ねると、エバを別のページに移動させる「移転ボタン」が表示され、そこ
で、移転が行われている当事者、この例ではフレディについての名前、アカウント番号、
またはその他の識別情報を入力することができるようになる。図５は、移転を開始するた
めのＵＩの一例を図示する。
【００６８】
　このシステムのいくつかの実施形態では、移転を記録するごとにトランザクション手数
料を請求することができる。トランザクション手数料は、別個のビットコインもしくはそ
の他の暗号通貨のアカウント、またはクレジットカード／デビットカードのアカウントで
支払ってもよい。１つの実施形態では、新たなビットマークアカウントごとにビットコイ
ンウォレットが埋め込まれている。ビットマークアカウントに使用された同じ秘密キーを
使用して、ビットコインアカウントを生成することができる。技術的に、秘密キーが別の
番号（カウンタ）でハッシュされ、ビットコインアドレスを作成する。この目的のために
、ＨＤ（階層的決定性）ウォレットを実装することができる。トランザクション手数料の
支払形式を選択するために、ユーザは、ページ上の「ビットコイン」ボタン、または「ク
レジット／デビット」ボタンを選択することができ、これにより、ユーザは、ユーザの支
払情報を入力するための適切な画面に移動する。
【００６９】
　支払いが確認されると、ＵＩは、移転者（「フレディ」）の識別情報を来歴リストに移
動し、移転の有効性が確認されるまで、移転を「保留中（Ｐｅｎｄｉｎｇ）」として表示
する。移転の有効性が確認されると、図６に示されるビットマーク記録４００は、先頭に
、移転の日付および時刻とともに、ビットマークの現在の所有者がフレディである来歴を
表示する。
【００７０】
　追加のユーザインタフェースは、ビットマークトランザクションの履歴、すなわちトラ
ンザクションＵＩを含むことができる。これは、所定の期間に発生したビットマークトラ
ンザクションのリストであって、トランザクションを開始したアカウント（ユーザ）、お
よび発行なのか移転なのかといった、発生したトランザクションのタイプを、例えば、「
保留中」などのステータスとともに、または有効性が確認されている場合には日付および
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時刻とともに識別しているリストを有する。ナビゲーションＵＩは、ビットマークシステ
ム内に記録されたプロパティ（アセット）の検索可能なリストを含むことができる。典型
的なリストは、アセットのタイトル、アセットの作成者、登録者（アセット記録を作成し
た人物）、発行者（発行記録を作成した人物）、およびこうした特定のアセットに対して
発行されたビットマークの数を含むことができる。この性能を用いると、リストされたプ
ロパティのうちの１つを取得することに関心をもつ人がプロパティをクリックしてビット
マーク（複数も可）に関する情報にアクセスし、複数のビットマークがある場合には、異
なる所有者の中から選択したり、現在の所有者と連絡をとってプロパティの購入が可能か
どうかを問い合わせる手段を提供したりすることが可能になる（所有者は、迷惑な問い合
わせを受け付けないことを選ぶことができる。その場合には、購入見込み者は、もしあれ
ば、別のソースを捜し出すことが必要であろう）。
【００７１】
　例えば、特定のプロパティを検索した後に発行者名をクリックするなどしてアクセス可
能なアカウント記録ＵＩは、発行者の連絡先情報、ビットマークアカウントＩＤならびに
その発行者に関連付けされたビットマークの量、およびその発行者についてのトランザク
ション履歴、すなわち、発行ならびに、移転の保留および完了を含むことができる。
【００７２】
　電子書籍であったデジタルアセットに基づいた前述の例は、例示目的でのみ提供されて
いる。当業者には明らかになるように、本明細書に記載された方法は、デジタルアセット
であれ、物理アセットであれ、あらゆるアセットに適用可能である。デジタルアセットに
は、文学作品、写真、文書、アートワーク、ビデオゲーム、ソフトウェア、音楽、映画、
またはデジタル形式で具体化された任意の他のアイテムが含まれ得るが、これらに限定さ
れない。物理アセットについては、以下でさらに説明する。
【００７３】
実施例２－デジタルアセットとしての個人データ
　関心が高まっている分野は、とりわけ、例えば写真、ビデオ、音楽または著作物などの
、ソーシャルメディアに投稿したり、クラウドストレージファイルに格納したりすること
が可能な個人データに関連付けされたデジタルアセットの管理、フィットネスブレスレッ
ト、活動量計、心拍数計、睡眠計、およびその他の健康モニタなどのウェアラブルモニタ
リングデバイス、モノのインターネット（ＩｏＴ：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇ
ｓ）デバイスによって収集されたデータ、総称して、「個人データ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄａｔａ）」に関わる分野である。本明細書に開示された方法を用いて、ある人物の個人
データに対応するビットマークを生成することができる。
【００７４】
　個人データを管理するための１つの実施形態では、ユーザは、カリフォルニア州サンフ
ランシスコのＩＦＴＴＴ（イフト：Ｉｆ　Ｔｈｉｓ　Ｔｈｅｎ　Ｔｈａｔ）から現在利用
可能な機能である、「レシピ」と呼ばれる条件ステートメントのチェーンを作成するウェ
ブベースのサービスを組み込むことができる。レシピは、例えば、フェイスブック、Ｇメ
ール、インスタグラム、ツイッター（登録商標）およびピンタレストのようなソーシャル
メディアサイトなど、様々なアプリケーションに対する変更に基づいてトリガされる。Ｉ
ＦＴＴＴのレシピは、特定のトリガが発生すると、例えば、ユーザの写真がフェイスブッ
ク投稿でタグ付けされ、その写真がユーザの個人データに対応する場合には、アクション
をトリガする。こうしたトリガが発生すると、個人データに対するビットマークを生成す
るアクションが生じ、デジタルアセットの管理について前述したやり方と同じやり方で個
人データに対するフィンガープリント、アセット記録および発行記録を作成し、データ、
データの起源、およびデータの所有権の不変の記録を作成する。１つの実施形態では、ビ
ットマークシステムは、認可なしにコピーされるか、それ以外の方法で使用される個人デ
ータを削除または編集するコード化を埋め込んだアプリケーションを含んでいた。ユーザ
の個人データに対してビットマークを暗号化および／または作成することにより、作成者
／発行者／所有者は、自身のアセット（データ）の使用を管理することができ、さらにア
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セットを貨幣化するツールも与えられる。
【００７５】
実施例３－物理アセットの来歴
　アセット記録を生成するようにハッシュすることが可能なフィンガープリントは、物理
オブジェクトに対して、物理アセットに一意のデジタルデータを生成することにより作成
することができる。いくつかの実施形態では、物理アセットに使用される一意の識別子は
、物理複製困難関数、すなわち「ＰＵＦ」であってもよい。
【００７６】
　物理オブジェクトを追跡するための既存の手法の多くは、バーコードまたはその他の符
号化されたラベルをオブジェクトに付ける必要があり、ラベルは、オブジェクト表面に接
着剤で貼付してもよいし、押印してもよいし、エッチングしてもよいし、刻印してもよい
。次に、バー（またはその他の）コードに対応するデジタル情報を用いて、不変のタイト
ルのチェーンの作成を提供するビットマークシステムに、アセット記録を作成することが
できる。低価格の消耗品から処方薬、車両などの大型のアイテムに至るまでの一般的な消
費者商品には、これは実用的であるかもしれないが、オブジェクトに追跡コードを付けた
り押印したりすれば、その価値が低下したり、台無しになったりしてしまう芸術作品、高
額品、稀少アイテム、蒐集対象品、または法的意義を有する文書の重要な原本には適切で
はない。
【００７７】
　ビットマーク方式の１つの実施形態では、照度差ステレオ法を用いて、物理アセットの
１つまたは複数の関心領域（「ＲＯＩ：ｒｅｇｉｏｎｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ」）に
ついて表面テクスチャの情報を抽出する。この目的で使用可能な方法の１つが、Ｒ．Ｊ．
Ｗｏｏｄｈａｍ（“Ｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｒｍｉｎ
ｉｎｇ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｍ
ａｇｅｓ”，Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，１９８０、参照により本明細書
に援用される）により記載されている。表面テクスチャの範囲は、絵画における筆致、彫
刻像または彫り物における凹凸部、キャンバスまたは紙における織り方または組織から、
物理アセットの永久的な要素である他のあらゆる物理的な特徴に及び得る。
【００７８】
　図７Ａに図示された例示的な一実施形態では、照度差ステレオデバイス７００は、カメ
ラレンズ７０６の上方に取り付けられた環状支持体７０４のまわりに、均一に間隔を置い
て配置された複数のＬＥＤ７０２を含む。レンズは、物理オブジェクトのデジタルフィン
ガープリントを生成するという特定の目的を意図した専用カメラのレンズ、または、示さ
れているようなスマートフォン、例えばｉＰｈｏｎｅ(登録商標)、Ａｎｄｒｏｉｄ、また
は高解像度写真性能を有するその他の最新式スマートフォン７１０のレンズ７０８とする
ことができる。１つの実施形態では、環状支持体７０４の内側に０度、９０度、１８０度
および２７０度で取り付けられた４つの白色光ＬＥＤ７０２が、それぞれのＬＥＤを独立
して制御して、順次のアクティブ化、または様々な組み合わせでのアクティブ化が可能に
なっている。（斜視図であるため、図では４つのＬＥＤ７０２のうちの３つだけが見えて
いることに留意されたい。容易に明らかになるように、複数の照明角度が可能である限り
、任意の数のＬＥＤを使用することができる）。カメラ／電話機へのアタッチメントの取
り付けは、図示されているようなばねクリップ７１６、クランプ、その他の留め具（一時
的または永続的なもの）であってもよいし、スマートフォンを挿入して安定性をさらに高
めるハウジングであってもよい。使用のために、環状支持体７０４は、ＲＯＩの上方のオ
ブジェクト表面に向かって下方に面して安定した状態に配置される。ＬＥＤを順次アクテ
ィブにして画像を照明角度ごとに収集する全照明／撮像シーケンスにわたって、均一な間
隔を確保するために機械的な支持を追加することができる。例えば、環状支持体７０４は
、その縁部に幅広い平面形状、例えば、直径数センチメートルのフランジ状の構造を有す
るように構成することで、表面上で平らになり、電話機／カメラを十分に安定した状態に
支持することを可能にしてもよい。
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【００７９】
　図７Ｂは、ゴッホ（ｖａｎ　Ｇｏｇｈ）の有名な絵画「星月夜（Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｒｙ
　Ｎｉｇｈｔ）」７２０に対するフィンガープリントを生成するための設定の一例を図示
する。照度差ステレオデバイス７００およびスマートフォン７１０を使用し、複数のＬＥ
Ｄを順次アクティブにして異なる角度からＲＯＩを照らすことにより、小さいＲＯＩ７５
０を撮像し、複数の画像を収集し、次にそれらを組み合わせて、勾配画像７５４を生成す
る。勾配画像内に示されたキーポイント７５６の例について、以下で説明する。
【００８０】
　先行技術に記載されている手法、例えば、Ｓｈａｒｍａらによる（“Ｐａｐｅｒｓｐｅ
ｃｋｌｅ：ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃ　ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐａｐｅｒ
”，Ｐｒｏｃ．１８ｔｈ　ＡＣＭ　Ｃｏｎｆ．Ｃｏｍｐｕｔ．Ｃｏｍｍ．Ｓｅｃｕｒ．，
ｐｐ．９９－１１０，２０１１）、およびＴａｋａｈａｓｈｉらによる（ＦＩＢＡＲ：Ｆ
ｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ｂｙ　Ｂｉｎａｒｙ　Ａｎｇｕｌａｒ　Ｒｅｆ
ｌｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ
　Ｍｅｔａｌ　Ｐａｒｔｓ“，Ｐｒｏｃ．ｏｆ　Ｆｉｆｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ（ＥＳＴ‘１４），２０１４，ｐｐ．４６－５１）は、ＲＯＩから１つの画
像だけを取り込む。対照的に、本発明の方法はステレオ測光技術を採用していることで、
表面テクスチャに関する詳細な情報を生み出すことにより、検証のための一意のフィンガ
ープリントの抽出が可能になっている。
【００８１】
　図８は、本発明のシステムおよび方法の一実施形態によるオブジェクトのフィンガープ
リンティングのための例示的な枠組みを図示する。ＲＯＩの順次の照明および画像取り込
みによって収集された画像の組み合わせから生成された勾配画像が導出されると、局所的
な関心点（すなわちキーポイント７５６、図７Ｂに示される例）は、ＦＡＳＴ（Ｅ．Ｒｏ
ｓｔｅｎ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｆａｓｔｅｒ　ａｎｄ　ｂｅｔｔｅｒ：ａ　ｍａｃｈｉｎｅ
　ｌｅａｒｎｉｎｇ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ｃｏｒｎｅｒ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ”，
ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ　
Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ（ＰＡＭＩ’１０），３２（１），１０５－１１９，２０１０
、参照により本明細書に援用される）、またはＦＲＥＡＫ（Ａ．Ａｌａｈｉ　ｅｔ　ａｌ
．，“ＦＲＥＡＫ：Ｆａｓｔ　Ｒｅｔｉｎａ　Ｋｅｙｐｏｉｎｔ”，Ｉｎ　Ｐｒｏｃ．ｏ
ｆ　２０１２　ＩＥＥＥ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏ
ｎ　ａｎｄ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ（ＣＶＰＲ’１２），Ｊｕｎｅ　
１６－２１，２０１２，ｐｐ．５１０－５１７、参照により本明細書に援用される）など
の、マシンビジョンアルゴリズムを使用して識別され、記述される。
【００８２】
　ランダム投影法および局所性鋭敏型ハッシュを使用することにより、抽出された記述子
の符号化、および特徴寸法の縮小が可能になる。その結果、コンパクトな情報だけを格納
し、処理し、マッチングすることが必要になる。特に好適な実施形態では、各ＲＯＩにつ
いて３００個未満のキーポイントが得られるが、各記述子は６４ビットしか必要としない
。キーポイントの位置を追加すると、ＲＯＩのフィンガープリントのサイズは、約２５Ｋ
ビットにしかならない。
【００８３】
　図８を参照すると、ステップ８０２において、各ＲＯＩについて、４つの異なる水平方
向および垂直方向（すなわち０度、９０度、１８０度および２７０度）からの照明を用い
て４つの別個の画像を撮影する。照度差ステレオ技術を用いて、得られた勾配画像を導出
し、表面テクスチャ情報を記述することができる。ステップ８０４において、ＦＡＳＴな
どのキーポイント検出器を画像に適用して、ＲＯＩの局所的な関心点（３００個未満）を
識別する。キーポイントには、コーナー、エッジ、場合によっては引っかき傷、および不
完全さなどといった弁別的素性を含めることができる。次に、２進記述子が局所的な関心



(23) JP 2018-515048 A 2018.6.7

10

20

30

40

50

点に適用され、各キーポイントのまわりの領域を特徴ベクトルとして記述する。２進記述
子は、コンピュータビジョンの分野で知られているように、画像情報を取り込み、２進列
として符号化するために用いられる。これらの記述子は、非常に迅速に計算することがで
き、検証のためのＸＯＲ演算とともにハミング（Ｈａｍｍｉｎｇ）距離などのメトリック
を適用し、計算効率を高めることができる。ＢＲＩＥＦ、ＯＲＢ、ＢＲＩＳＫ、およびＦ
ＲＥＡＫを含め、多数の様々な２進記述子が公開されており、入手可能である。実施形態
を例示する目的のために、局所的な関心点はそれぞれ、ステップ８０６において、ＦＲＥ
ＡＫ記述子を用いて記述された。
【００８４】
　ステップ８０８において、局所鋭敏型ハッシュを用いてランダム投影法を各記述子に適
用し、各記述子を６４ビットの２進列に縮小する。すべての記述子（８１０）の２進列お
よびキーポイント位置（８１２）の集合は、一組のオブジェクトのフィンガープリントを
表す一意の特徴点を形成する。これらのフィンガープリントは、後でオブジェクトの認証
に使用するために、オブジェクトの所有者が維持するギャラリーに保存することができる
。フィンガープリントは、ビットマークチェーンを作成するためのアセット記録の作成に
使用され、アセット記録を通して来歴の確立が可能であることが好ましい。購入見込み者
による、後のある時点でのオブジェクトの認証のために、例えばステップ８０２において
、上述の照度差ステレオデバイスを用いて得られたオブジェクトのクエリ画像に対して生
成されたフィンガープリントを、ビットマークチェーン内のフィンガープリントと比較す
ることができるからである。
【００８５】
　検証プロセスの性能を評価するために、同じ材料の、１０個の異なるアート紙の試料を
使用した。紙の種類ごとに、変更されていない紙に加えて、勾配画像を取得する前に、２
種類の異なる改ざん処理、すなわち摩擦および浸漬を実行し、検証作業がより現実的では
あるが、より困難になるようにした。摩擦処理は、紙を消しゴムで激しくこすることを含
み、一方浸漬処理は、紙を１時間水に浸すことを含む。
【００８６】
　紙の試料のそれぞれの条件（改ざんなし、摩擦、および浸漬）に対して、時間の間隔を
置いて２つの勾配画像が取り込まれた。したがって、合計１０×３×２＝６０個の試料が
、検証試験に使用可能であった。この結果、同じアート紙の異なる改ざん条件に対応する
３６０個の本物のペアが得られたが、その一方で３２４０個の偽物のペアを得る可能性が
ある。既存の方法の性能と比較するために、ベースライン法は、マッチングに同じ記述子
を用いて、ＲＯＩの単一の写真の（非勾配）画像だけを使用して検討された。
【００８７】
　図９Ａは照度差ステレオ法を用いた本物のペアおよび偽物のペアのマッチングスコア分
布を、また図９Ｂは、ベースライン法を用いた本物のペアおよび偽物のペアのマッチング
スコア分布をそれぞれ示している。示されているように、本発明の手法は、本物のペアと
偽物のペアを区別することができたが、一方、ベースライン法は区別できなかった。図９
Ｃは、ＲＯＣ曲線（すなわち真陽性率（ＴＰＲ）対誤検出率（ＦＡＲ））を比較し、照度
差ステレオ法の有効性を確認するものである。本発明の手法が、オブジェクトのフィンガ
ープリントを抽出する際に、正確な位置合わせを必要としないことは、注目に値する。こ
れは、ロバストなキーポイント記述子を用いるためである。別の利点は、上記のＬＳＨ技
術を用いると、符号化されたフィンガープリントのサイズが、わずかに約２５Ｋビットし
かないことである。その結果、本発明の枠組みは、オフラインの検証試験に対して適用可
能であるだけでなく、符号化されたフィンガープリントを使用して、関心のあるオブジェ
クトの起こり得る贋造もまた防ぐ。
【００８８】
フィンガープリントの作成
実施例４－ネットワーク機能
　以下の説明は、Ｎａｋａｍｏｔｏのブロックチェーンに精通していることを想定してい
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る。背景情報は、ワールドワイドウェブのＢｉｔｃｏｉｎ　ｗｉｋｉで公開され、入手可
能であり、参照により本明細書に援用される。
【００８９】
　図１０は、ビットマークシステムの高レベルの機能を図示し、それは、ビットマークの
ピアツーピア（「Ｐ２Ｐ」）ネットワーク３１０を通してトランザクションを作成し、処
理する。ビットマークのクライアント２００は、クライアントユーザインタフェース（Ｕ
Ｉ）を実行するためのソフトウェアを含むが、広く用いられている遠隔手続き呼び出し（
ＲＰＣ）プロトコル２１０、例えばＪＳＯＮ－ＲＰＣを用いて、「ビットマークド（ｂｉ
ｔｍａｒｋｄ）」と呼ばれるビットマークノード３０４のポートサーバに接続し、トラン
ザクションを送信する。ビットマークのクライアント２００は、キーの生成および格納を
処理する一方で、ビットマークドサーバは、クライアントのトランザクションの送信、ブ
ロックチェーンの生成および署名の検証のためのＪＳＯＮ－ＲＰＣのリスナとして機能す
る。ビットマークシステムは、ブロックチェーンおよびトランザクションのブロードキャ
スティング用のカスタムＰ２Ｐバイナリプロトコルを用いる。フルビットマークノード３
０６は、管理コマンド用ＪＳＯＮ－ＲＰＣのリスナおよび採掘者３１０用の階層的（Ｓｔ
ｒａｔｕｍ）プロトコルのリスナ３１６を含む。データは、ＬｅｖｅｌＤＢデータベース
３１２に格納される。
【００９０】
　クライアント２００は、ビットマークドのＲＰＣポート３０４に接続し、トランザクシ
ョンをＪＳＯＮ－ＲＰＣリクエスト２１０として送信する。ビットマークドサーバは、ト
ランザクションの署名を検証する。前述したように、アセット記録および発行記録は、自
己署名されるが、移転記録は、以前の所有者が署名しなければならない。無効な署名およ
び間違ってリンクされた記録が拒絶される。有効なトランザクションは、未払いアイテム
としてプールされ、ピアツーピアネットワーク内の他のサーバにブロードキャストされる
。
【００９１】
　未払いトランザクションごとに、ビットマークドサーバは、トランザクションＩＤと、
トランザクションを採掘することに対する支払い（「報酬」）としてネットワークが承認
する支払いペア、例えば通貨名および支払いアドレスのアレイと、を返送する。マルチ出
力を含み、必要な報酬をスケーリングすることにより、１回の支払いで複数のトランザク
ションに対する支払いができるようにしてもよい。ビットマークドサーバによって提供さ
れるトランザクション情報を用いて、クライアントは、支払いトランザクションを完了し
、検証および中継のためにビットマークドにそれを送信する。別の実施形態では、クライ
アントは、直接払うことができ、ビットマークドサーバは、支払いが行なわれたかどうか
を判定するために、サポートするすべての通貨を監視する。サーバは、記録が期限切れに
なる前に支払いが受領されるまで、一定期間、例えば最長１時間まで待つことが可能であ
る。支払いが確認されると、記録（複数も可）を採掘することができる。
【００９２】
　引き続き図１０を参照すると、ビットマークのブロックチェーンは、ビットコインブロ
ックチェーンに類似した構造を有する。１つの実施形態では、ビットマークおよびビット
コインのブロックチェーンは、同じプルーフオブワークアルゴリズムを共有することがで
きる。他の実施形態では、ビットマークブロックチェーンは、異なるアルゴリズムを用い
ることができる。共用技術の使用に関係なく、ビットマークシステムは、ビットコインま
たは他の暗号通貨から独立した、独自のブロックチェーンを確立しているため、トランザ
クションに関連する暗号通貨としてビットコインを使用することに限定されない。ビット
コインシステムとのインタラクションについての以下の説明は、支払いを送金するための
実現可能な仕組みのうちの１つとして与えられており、ビットマークシステムが、ビット
コイン暗号通貨システムに依存することを示唆するようには意図されていない。
【００９３】
　ビットコインモデルに従って、採掘を実行して、参加者全員が必ず、一貫性のあるビッ
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であるため、誰がビットマークを所有しているのかを追跡する中央集中型のデータベース
が存在しない。代わりに、すべてのトランザクションのログが、ピアツーピアネットワー
ク全体にわたって分散される。未処理のビットマークトランザクションは、それらを正式
なものにするために、トランザクションのブロックへと採掘される。競合した、または無
効なトランザクションは、ブロックへ入ることが許されないため、重複移転の問題が回避
される。
【００９４】
　採掘プロセスそれ自体は、当技術分野で知られているように、ビットマークドサーバの
外にあり、階層的採掘プロトコルを使用する。ビットマークドサーバは、既存の採掘ソフ
トウェア（例えばｃｇｍｉｎｅｒ（Ｃｏｎ　Ｋｏｌｉｖａｓ，“Ａ　ｍｕｌｔｉ－ｔｈｒ
ｅａｄｅｄ　ｍｕｌｔｉ－ｐｏｏｌ　ＦＰＧＡ　ａｎｄ　ＡＳＩＣ　ｍｉｎｅｒ　ｆｏｒ
　ｂｉｔｃｏｉｎ”）が、ビットコインブロックであるかのようにビットマークブロック
を採掘することが可能になる、埋め込み記録ハッシュを有するダミーのビットコインヘッ
ダを作成する。サーバは、入手可能なトランザクションをリストに蓄積し、トランザクシ
ョンの要約の部分的なマークル木（Ｍｅｒｋｌｅ　ｔｒｅｅ）を計算する（この部分的な
マークル木はコインベースの要約がない）。アセット記録が発行記録の前に必ず含まれる
ように（すなわち、関連するアセットが以前のブロックで採掘されているか、またはビッ
トマークドに知られるように）するために、発行記録がチェックされる。
【００９５】
　ブロック番号、６４ビットのタイムスタンプ、および支払いアドレスを含む部分的なコ
インベースが作成され、部分的なマークル木とともに階層的サーバ３１６に送信される。
採掘者３１０は、階層的ポートに接続してこのデータを受信する。採掘者が成功すると、
採掘者は見つけたノンス値を返信する。次に、ビットマークドは、完全なマークル木とと
もに、完全なヘッダおよびコインベースを作成し、要約が現在の難易度内にあり、かつ、
現在のブロック番号よりも高いことを検証する。両方の条件を満たすブロックが、現在の
ブロックチェーンに組み込まれる。
【００９６】
　ビットマークのコインベースは、ビットコインのコインベースと互換性を有し、１つの
入力と、１つまたは複数の出力と、を含んでいる。入力スクリプトには、以下に列挙する
一連のプッシュデータ操作が含まれる。入出力スクリプトは、ＯＰ＿ＲＥＴＵＲＮ操作で
構成されているので、スクリプトは、コインベースを実際のビットコイントランザクショ
ンとして機能させない。
【００９７】
　入出力トランザクションに格納されたデータを、表１に示す。
【００９８】
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【表１】

【００９９】
　ビットマークドサーバが追加のトランザクションを受信すると、定期的に採掘者に新た
な作業を割り当てて、それを階層的サーバに送信する。正しく解読されたビットマークブ
ロックは、トランザクションのすべてを採掘済み状態に設定し、このように入手可能なプ
ールからそれらを削除する。次に、階層的サーバがリセットされ、残りの入手可能なトラ
ンザクションで引き続き作業する。
【０１００】
　以下の条件のうちのいずれかが発生すると、採掘が中断され、入手可能なトランザクシ
ョンのプールが完全に再構築されるまで、サーバは回復モードになる。
　１．新たなブロックが現在のブロックチェーンよりも高い数で作成される
　２．サーバが、一時オフラインであった（か、または単にいくつかのブロックが欠落し
た）
　３．ブロックチェーンの分岐
【０１０１】
　サーバは、近隣から入手可能な最も高いブロックを決定することで回復し、次に、逆の
順序でブロックを取り出し、そのブロックチェーンが近隣のブロックチェーンと一致する
まで古いブロックをすべて上書きする。
【０１０２】
　すべてのブロックが受信され、対応するトランザクションが「採掘済み」に設定される
と、採掘を再開することができる。欠落しているトランザクションの取り出しは、バック
グラウンド処理とすることが可能であり、現在の採掘に影響を及ぼすことはない。
【０１０３】
　フルネットワークノードを運営することなく、システム内の任意のビットマークの現在
の所有者を検証することが可能である。サーバは、ビットマークごとに現在の所有者の一
覧表を内部的に維持管理しているため、簡単なルックアップクエリで、クライアントから
の所有権リクエストを検証することができる。
【０１０４】
　この方法には脆弱性がある。とりわけ重要なのは、この方法は、正直なノードがネット
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ワークを制御する場合にしか、信頼できないことである。したがって、ビットマークを頻
繁に移転または受領する行為者は、自分自身のフルノードを運営するべきである。フルロ
ーカルノードを運営する方が、独立したセキュリティおよび検証の高速化のためにも、よ
り望ましい。
【０１０５】
　採掘に対するインセンティブは、ビットコインまたはその他の暗号通貨などの通貨で支
払い可能な、トランザクション手数料により資金提供され、システムの悪用の防止にも役
立っている。トランザクション手数料は、支払いトランザクションの出力値と、その入力
値との間の差である。
【０１０６】
　必要に応じて、システムはすべてのトランザクションを公表する。公開キーを匿名にし
ておくことにより、引き続きプライバシーを維持することができる。追加の予防措置とし
て、新たなキーのペアを用いて、各トランザクションが、共通の所有者に戻ってリンクす
ることを防止することができる。
【０１０７】
　所有者がシステム内で自身の身元を明らかにすることを望む場合がある。博物館などの
機関は、自身の所蔵品が知られることを望む場合が多い。クライアントが公開キーインフ
ラストラクチャ（ＰＫＩ）を用いて、こうした特定の公開キーが確かな事業体に属してい
ることを検証することができる。
【０１０８】
　金銭は、分散型システムが望まれる場合を除いて、プロパティを前提としている。既存
の手法の下では、中央集中型のシステムに対する依存を避けるために、中央集中型の権限
のないプロパティの移転が可能になる前に、ピアツーピアの金銭が要求される。一方、プ
ロパティを移転しようとするとき、特定のピアツーピアの暗号通貨システムの使用に限定
されることは必ずしも望ましいことではない。当然ながら、プロパティの購入または売却
に関心を持ち得るすべての当事者が、単一の支払い形式に限定されることを望んでいるわ
けではない。
【０１０９】
　本明細書に記載された方法およびシステムは、プロトコルによって施行され、かつ、Ｎ
ａｋａｍｏｔｏのブロックチェーンを採用して偽造不可能な来歴を作成するグローバルな
プロパティシステムを構築する、トラストフリーの方法を提供する。アーキテクチャが、
ビットコインと中心的な技術的側面を共有していることで、ビットコインまたはその他の
暗号通貨システムとは独立したままで、分散型の支払いおよびレバレッジ採掘リソースが
可能になる。
【０１１０】
　ビットマークは、国際的に検証可能であり、しかも局所的に実施可能であるようなやり
方でデジタル署名を通じて透明性を提供する。システムは、プロパティ（物理プロパティ
かデジタルプロパティか）や、所有者（個人、機関、または機械）を区別しないため、現
在のプロパティシステムの限界をはるかに超えて所有権を拡張させることができる。
【０１１１】
　前述の説明は、多くの詳細を含んでいるが、これらは、本発明の範囲、または特許請求
され得るものの限定として解釈されるべきではなく、むしろ、本発明の特定の実施形態ま
たは実施例に特有の特徴の説明として解釈されるべきである。本明細書において別個の実
施形態または実施例の文脈において記載されている、特定の特徴は、単一の実施形態にお
いて組み合わせて実施することもまた可能である。逆に、単一の実施形態の文脈において
記載されている様々な特徴は、複数の実施形態において別々に、または任意の好適な部分
的組み合わせにおいて実施することもまた可能である。さらに、特徴は、何らかの組み合
わせで作用するものとして上記で説明されることがあり、まさに当初はそのように特許請
求され得るが、特許請求される組み合わせからの１つまたは複数の特徴は、場合によって
は、組み合わせから削除することが可能であるし、特許請求される組み合わせは、部分的
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組み合わせ、または部分的組み合わせの変形例を対象としてもよい。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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