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(57)【要約】
　本発明は、ブロックチェーンにより実現される制御方
法及び対応するシステムを提供する。本発明は、ＩｏＴ
デバイスなどのインターネット対応リソースへのアクセ
ス及び／又は利用を制御するよう構成されてもよい。リ
ソースは、デバイス又はシステムであってもよい。それ
は、例えば、ドライバレスタクシー又は自動車などの車
両であってもよい。車両には、他のコンピュータベース
リソースと通信し、及び／又は分散型台帳とやりとりす
ることを可能にする計算能力が備えられてもよい。この
分散型台帳は、例えば、ビットコインブロックチェーン
などのブロックチェーンであってもよい。一実施例では
、本発明は、インターネット対応リソースへのアクセス
及び／又は利用を制御する方法であって、ｉ）少なくと
もユーザにより選択された秘密の値と、リソースプロバ
イダに関するシグネチャとを提供することによってのみ
償還可能な少なくとも１つの出力を有する第１のブロッ
クチェーントランザクションを提供するステップと、利
用関連情報をリソースに送信するステップと、秘密の値
を少なくとも要求する第２のブロックチェーントランザ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネット対応リソースの利用を制御するブロックチェーンにより実現される方法
であって、
　少なくともユーザにより選択された秘密の値及びリソースプロバイダに関するシグネチ
ャを提供することによってのみ償還可能な少なくとも１つの出力を有する第１のブロック
チェーントランザクションを提供するステップと、
　利用関連情報を前記リソースに送信するステップと、
　前記秘密の値を少なくとも要求する第２のブロックチェーントランザクションを生成す
るステップと、
　前記秘密の値を含むよう前記第２のブロックチェーントランザクションを修正するステ
ップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記リソースは車両であり、前記利用関連情報は移動に関する情報を含む、請求項１記
載の方法。
【請求項３】
　前記利用関連情報は、前記情報又はそれの位置の何れかを含むトークン化された第３の
ブロックチェーントランザクションの形式で前記リソースプロバイダによって送信される
、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記トークン化された第３のブロックチェーントランザクションに基づく仮想通貨の金
額を前記リソースプロバイダに返すために償還可能な少なくとも１つの出力を含む第４の
ブロックチェーントランザクションを生成するステップを更に含む、請求項３記載の方法
。
【請求項５】
　前記第２のブロックチェーントランザクションは、前記リソースによって生成され、前
記修正は、前記ユーザによって実行される、請求項１乃至４何れか一項記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のブロックチェーントランザクションは、前記リソースプロバイダに転送可能
な支払い可能な第１のアセットに関する第１の出力と、前記ユーザに転送可能な第２のア
セットに関する第２の出力とを含む、請求項１乃至５何れか一項記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のブロックチェーントランザクションは、前記第２のブロックチェーントラン
ザクションの少なくとも１つの出力が前記ユーザによって修正されることを防ぐための防
止手段を含む、請求項１乃至６何れか一項記載の方法。
【請求項８】
　前記防止手段は、シグネチャフラグSIGHASH_ALL　|　SIGHASH_ANYONECANPAYを含む前記
第２のブロックチェーントランザクションに対する確保入力の形式をとる、請求項６記載
の方法。
【請求項９】
　前記確保入力は、前記リソースプロバイダ及び前記リソースに関する電子ウォレットの
少なくとも１つによって提供される仮想通貨の金額を含む、請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記リソースの不使用に応答して、前記第１のブロックチェーントランザクションに関
する仮想通貨の金額をリファンドするために償還可能な少なくとも１つの出力を含む第５
のブロックチェーントランザクションを生成するステップを更に含む、請求項１乃至９何
れか一項記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のブロックチェーントランザクションの修正の検証に応答して、前記リソース
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をアンロックするステップを更に含む、請求項１乃至１０何れか一項記載の方法。
【請求項１２】
　前記サービスのユーザが、前記利用関連情報の精度を確認する少なくとも１つの確認メ
ッセージを送信し、前記メッセージをハッシュ処理し、前記ハッシュ処理されたメッセー
ジを分散されたハッシュテーブルに格納するステップを更に含む、請求項１乃至１１何れ
か一項記載の方法。
【請求項１３】
　前記利用関連情報をハッシュ処理し、前記ハッシュ処理された情報を分散されたハッシ
ュテーブルに格納するステップを更に含む、請求項１乃至１２何れか一項記載の方法。
【請求項１４】
　前記リソースにいるユーザの人数を決定し、前記人数に応じて前記リソースの提供を可
能又は不可にするステップを更に含む、請求項１乃至１３何れか一項記載の方法。
【請求項１５】
　前記リソースは、ドライバレス自動車である、請求項１乃至１４何れか一項記載の方法
。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５何れか一項記載の方法を実行するよう構成されるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に分散型台帳技術（ブロックチェーン関連技術を含む）に関し、特にブ
ロックチェーンを介した被制御リソースへのアクセス及び利用のために関する。本発明は
、特に当該リソースへのアクセス及び／又は利用を可能にするセキュアシステムを提供す
るのに適している。本発明の態様はまた、インターネット・オブ・シングズ（ＩｏＴ）に
関する。本発明は、ＩｏＴデバイスを制御するのに適したものであってもよい。
【背景技術】
【０００２】
　本文書では、このコンテクストにおいて現在最も広く知られている用語であるため、参
照の便宜及び容易のため、“ブロックチェーン”という用語を利用する。当該用語は、コ
ンセンサスベースブロックチェーン、オルトチェーン、サイドチェーン及びトランザクシ
ョンチェーン技術、パブリック若しくはプライベート、パーミッション型及び非パーミッ
ション型台帳、プライベート若しくはパブリック台帳、共有台帳及びこれらの変形を含む
全ての形態の電子的コンピュータベース分散型台帳を含むようここでは利用される。
【０００３】
　ブロックチェーンは、トランザクションから構成されるブロックから構成されるコンピ
ュータベースの非中央化された分散システムとして実現される電子台帳である。各トラン
ザクションは、少なくとも１つの入力と少なくとも１つの出力とを含む。各ブロックは、
それの開始以来ブロックチェーンに書き込まれてきた全てのトランザクションの永続的で
修正不可なレコードを作成するために一緒にチェーン化されたブロックの前のブロックの
ハッシュを含む。トランザクションは、トランザクションの出力がどのようにして誰によ
ってアクセス可能であるかを特定する入力及び出力に埋め込まれたスクリプトとして知ら
れる小さなプログラムを含む。ビットコインプラットフォーム上では、これらのスクリプ
トはスタックベーススクリプト言語を用いて記述される。
【０００４】
　トランザクションがブロックチェーンに書き込まれるために、それは、ｉ）トランザク
ションを受信した最初のノードによって検証され、トランザクションが検証された場合、
ノードはそれをネットワークにおける他のノードに中継し、ｉｉ）マイナーによって構築
された新たなブロックに追加され、ｉｉｉ）マイニング、すなわち、過去のトランザクシ
ョンの公開台帳に追加される必要がある。
【０００５】
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　ブロックチェーン技術の最も広く知られているアプリケーションは、他のブロックチェ
ーン実現形態が提案及び開発されてきたが、ビットコイン台帳である。ビットコインは便
宜及び説明の目的のためにここでは参照されうるが、本発明はビットコインブロックチェ
ーンによる利用に限定されず、他のブロックチェーン実現形態が本発明の範囲内に属する
ことが留意されるべきである。
【０００６】
　ブロックチェーン技術は、仮想通貨の実現形態の利用について最も広く知られている。
しかしながら、より最近では、デジタル起業家は、ビットコインが基づいている暗号化セ
キュリティシステムの利用と、ブロックチェーンに格納可能なデータの利用との双方を用
いて新たなシステムを実現することを始めている。
【０００７】
　現在の興味及び研究の１つのエリアは、“スマートコントラクト”の実現のためのブロ
ックチェーンの利用である。これらは、契約又は合意の条項の実行を自動化するよう設計
されたコンピュータプログラムである。自然言語で記述される従来の契約と異なって、ス
マートコントラクトは、結果を生じさせるために入力を処理可能なルールを含み、これら
の結果に応じてアクションを実行させることが可能なマシーン実行可能なプログラムであ
る。
【０００８】
　ブロックチェーン関連の興味の他のエリアは、ブロックチェーンを介し実世界のエンテ
ィティを表現及び転送するための“トークン”（又は“カラードトークン”）の利用であ
る。潜在的に機密又は秘密のアイテムは、区別可能な意味又は値を有さないトークンによ
って表現できる。従って、トークンは、実世界アイテムが参照されることを可能にする識
別子として機能する。
【０００９】
　本発明はまた、リソースへのアクセスを制御するためのブロックチェーンにより実現さ
れる機構の利用に関する。このリソースは、“インターネット・オブ・シングズ（ＩｏＴ
）”デバイスとすることができる。ＩｏＴは、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａによって、“物理デバ
イス、車両、建物及びエレクトロニクス、ソフトウェア、センサと共に埋め込まれた他の
アイテムのネットワークと、これらのオブジェクトがデータを収集及び交換することを可
能にするネットワーク接続であり、・・・ＩｏＴは、オブジェクトが既存のネットワーク
インフラストラクチャを介し遠隔的に検知及び制御されることを可能にする”として説明
されている。
【００１０】
　本発明は、添付した請求項に規定される。
【００１１】
　本発明は、ブロックチェーンにより実現される制御方法及び対応するシステムを提供し
うる。本発明は、インターネット対応リソースへのアクセス及び／又は利用を制御するよ
う構成されうる。リソースは、デバイス又はシステムであってもよい。それは、例えば、
車両であってもよい。車両には、他のコンピュータベースリソースと通信し、及び／又は
分散型台帳とやりとりすることを可能にする計算能力が備えられてもよい。この分散型台
帳は、例えば、ビットコインブロックチェーンなどのブロックチェーンであってもよい。
【００１２】
　本発明は、
　少なくともユーザにより選択された秘密の値及びリソース（例えば、車両）プロバイダ
に関するシグネチャを提供することによってのみ償還可能な少なくとも１つの出力を有す
る第１のブロックチェーントランザクションを提供するステップと、
　利用（例えば、移動）関連情報を車両に送信するステップと、
　秘密の値を少なくとも要求する第２のブロックチェーントランザクションを生成するス
テップと、
　秘密の値を含むよう第２のブロックチェーントランザクションを修正するステップと、
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を含む方法を提供しうる。
【００１３】
　上述した方法を提供することによって、トランザクションの改ざん耐性な記録保持及び
セキュアな支払いの効果を有する被制御リソース（例えば、ドライバレス車両）の提供及
び利用が可能になる。
【００１４】
　利用（例えば、移動）関連情報は、当該情報又はそれへのポインタを含むトークン化さ
れた第３のブロックチェーントランザクションの形式でリソース／車両プロバイダによっ
て送信されうる。
【００１５】
　これは、第三者が当該情報にアクセスすることを防ぐという効果を提供する。
【００１６】
　当該方法は更に、トークン化された第３のブロックチェーントランザクションに基づく
仮想通貨の金額をリソース／車両プロバイダに返すために償還可能な少なくとも１つの出
力を含む第４のブロックチェーントランザクションを生成するステップを更に含んでもよ
い。
【００１７】
　これは、車両プロバイダが基礎となる仮想通貨を取り返すことを可能にし、リソース／
車両の提供をよりコスト効果的にするという効果を提供する。
【００１８】
　第２のブロックチェーントランザクションは、リソース／車両によって生成され、修正
は、ユーザによって実行されてもよい。
【００１９】
　これは、本発明の自動化及び効率を増大させるという効果を提供する。
【００２０】
　第２のブロックチェーントランザクションは、リソース／車両プロバイダ又はコントロ
ーラに支払い可能な金額に関する第１の出力と、ユーザに払戻可能な金額に関する第２の
出力とを含みうる。
【００２１】
　これは、デポジットの一部がおつりとして本発明のユーザに返されることを可能にし、
これにより、技術のユーザフレンドリ性を増大させるという効果を提供する。
【００２２】
　第２のブロックチェーントランザクションは、第２のブロックチェーントランザクショ
ンの少なくとも１つの出力がユーザによって修正されることを防ぐための防止手段を含ん
でもよい。
【００２３】
　これは、本発明に関するセキュリティを増大させるという効果を提供する。
【００２４】
　防止手段は、シグネチャフラグSIGHASH_ALL　|　SIGHASH_ANYONECANPAYを含む第２のブ
ロックチェーントランザクションに対する確保入力（ｓｅｃｕｒｉｎｇ　ｉｎｐｕｔ）の
形式をとりうる。
【００２５】
　これは、入力の修正を可能にしながらトランザクションの出力が修正されることを防ぐ
ことを可能にし、支払いのセキュリティを増大させるという効果を提供する。
【００２６】
　確保入力は、車両プロバイダ及びリソース／車両に関する電子ウォレットの少なくとも
１つによって提供される仮想通貨の金額を含んでもよい。
【００２７】
　これは、本発明の自動化を増大させるという効果を提供する。
【００２８】
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　当該方法は、リソース／車両の不使用に応答して、第１のブロックチェーントランザク
ションに関する仮想通貨の金額をリファンドするために償還可能な少なくとも１つの出力
を含む第５のブロックチェーントランザクションを生成するステップを更に含んでもよい
。
【００２９】
　これは、本発明のユーザがリソースの自らの利用をキャンセルすることを決めると、デ
ポジットの少なくとも一部のリファンドを可能にする機構を提供し、これにより、本発明
のユーザフレンドリ性を更に増大させるという効果を提供する。
【００３０】
　当該方法は、第２のブロックチェーントランザクションの修正の検証に応答して、リソ
ース／車両をアンロックするステップを更に含んでもよい。
【００３１】
　これは、本発明のセキュリティを更に増大させるという効果を提供する。
【００３２】
　当該方法は、リソースのユーザが、利用関連情報の精度を確認する少なくとも１つの確
認メッセージを送信し、当該メッセージをハッシュ処理し、ハッシュ処理されたメッセー
ジを分散されたハッシュテーブルに格納するステップを更に含んでもよい。
【００３３】
　当該方法は、利用関連情報をハッシュ処理し、ハッシュ処理された情報を分散されたハ
ッシュテーブルに格納するステップを更に含んでもよい。
【００３４】
　これらは、潜在的な以降の参照のために通信及びそのコンテンツを記録するためのシン
プルで改ざん耐性な機構を提供するという効果を提供する。
【００３５】
　当該方法は、リソースにいる、又は利用しているユーザの人数を決定し、人数に応じて
リソースの提供を可能又は不可にするステップを更に含んでもよい。
【００３６】
　これは、本発明の効果がとられることを防ぐという効果を提供する。
【００３７】
　リソースは、ドライバレス自動車であってもよい車両であってもよい。
【００３８】
　これは、トランザクションの改ざん耐性な記録保持及びセキュアな支払い機構を提供可
能なドライバレスタクシーサービスの効果を提供する。
【００３９】
　本発明の上記及び他の態様は、ここに説明される実施例から明らかであり、参照するこ
とにより理解されるであろう。本発明の実施例は、添付した図面を参照して例示のために
のみ説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】車両の提供のためのデポジット支払いを提供するよう構成されるブロックチェー
ントランザクションを示す。
【図２】旅行関連情報を通信するよう構成されるブロックチェーントランザクションを示
す。
【図３】車両プロバイダに再支払いするよう構成されるブロックチェーントランザクショ
ンを示す。
【図４ａ】車両のための支払い及び関連するおつりを提供するよう構成されるブロックチ
ェーントランザクションの不完全なバージョン及び完全なバージョンをそれぞれ示す。
【図４ｂ】車両のための支払い及び関連するおつりを提供するよう構成されるブロックチ
ェーントランザクションの不完全なバージョン及び完全なバージョンをそれぞれ示す。
【図５】車両のユーザにリファンドを提供するよう構成されるブロックチェーントランザ
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クションを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　例示的なシナリオでは、ブロックチェーンを介しドライバレスタクシー（ｄｒｉｖｅｒ
ｌｅｓｓ　ｔａｘｉ）を制御する方法を説明する。ブロックチェーンの利用は、当該技術
によって提供される本来の効果を提供する。これらの効果は、イベントの改ざん耐性なレ
コードと通貨の交換のセキュリティの増加とを含む。
【００４２】
　この車両では、タクシーの具体例を使用する。しかしながら、本発明は、これに限定さ
れることを意図しない。車両は乗客及び/又は物品の移動用に構成された何れかのＩｏＴ
デバイス又は装置とすることができる。
【００４３】
　本例では、タクシーは、リソース関連機能などのある範囲の可能な機能を実行可能なイ
ンターネット・オブ・シングズ（ＩｏＴ）デバイスである。ユーザの暗号鍵（ＰｕｂＫｅ
ｙ）は、アクセスを実現するため、格納のためにタクシーに通信される。タクシー自体は
、それ自体の公開及び秘密鍵と、ドライバレスタクシーサービスの提供に関連するブロッ
クチェーントランザクションを署名するためのシグネチャとを生成、格納及び通信可能で
あり、タクシーサービスのユーザ及びプロバイダとの無線通信を送受信することが可能で
ある。ＩｏＴデバイスは、プログラム可能な“ブロックチェーンＩＯＴデバイス（ＢＩＤ
）”であり、すなわち、それは、ブロックチェーンネットワークを監視し、それとやりと
りし、それに公開することが可能なインターネット対応デバイスである。本発明はまた、
通信プロトコルを含む。好適な実施例では、これは、ソフトウェアアプリケーション（ａ
ｐｐ）を介しリソースとの通信を可能にする。
【００４４】
　Ａｌｉｃｅは、Ｂｏｂによって提供及び管理されるタクシーサービスの見込みあるユー
ザである。Ａｌｉｃｅは、“ユーザ”又は“カスタマ”として参照されうる。Ｂｏｂは、
“リソースコントローラ”又は“リソースオペレータ”として参照されうる。Ａｌｉｃｅ
は、乗車位置、降車位置及びタクシーに乗車することを所望する乗客数を含む行程情報を
含むタクシーサービスに対するリクエストをＢｏｂに提供する。この情報は、テキストメ
ッセージ、電子メール又はブロックチェーン上のトークン化されたトランザクションなど
の何れか適切な形態で送信されうる。
【００４５】
　ＡｌｉｃｅとＢｏｂとの間の通信は、スマートフォン、タブレット、ラップトップなど
のＡｌｉｃｅの計算デバイス上にダウンロード及びインストールされたソフトウェアアプ
リケーション（ａｐｐ）を利用して開始及び／又は制御されうる。スマートフォンは、Ｂ
ｏｂのサーバに特定の情報部分を提供しうる。例えば、それは、ＧＰＳ機能を利用するこ
とによって、Ａｌｉｃｅの現在位置に関連する情報を提供してもよい。
【００４６】
　Ａｌｉｃｅから情報を受信すると、Ｂｏｂは、例えば、５ビットコイン（ＢＴＣ）など
の行程のコストを推定し、当該推定結果を何れか適切な手段によってＡｌｉｃｅに通信す
る。Ｂｏｂはまた、Ａｌｉｃｅの乗車位置に最も近いタクシーの位置を決定し、タクシー
から乗車位置までの距離を彼の推定結果に対して分解することを選択してもよい。Ａｌｉ
ｃｅがＢｏｂによって提供される推定結果とサービスの期間及び条件（サービスの開始前
に公衆にアクセス可能であって、例えば、Ｂｏｂのウェブサイト又はソーシャルメディア
ページに格納されうる）を了承した場合、彼女は、例えば、テキストメッセージ、電子メ
ール又は電話などの何れか適切な手段によってＢｏｂに当該了承を通信する。これらの通
信の何れか１つ又は全ては、引用された推定結果又は行程の詳細に関する論争が生じる状
況などにおいて、以降の参照のため分散されたハッシュテーブルなどの公衆にアクセス可
能なリソースにハッシュ及び格納されてもよい。これらの通信はまた、以降のブロックチ
ェーントランザクションに記録されてもよい。
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【００４７】
　Ａｌｉｃｅの了承の受信後、Ｂｏｂは、Ａｌｉｃｅの公開鍵、Ｂｏｂの公開鍵及びタク
シーの公開鍵を利用して２－ｏｆ－３マルチシグネチャアドレスを有する出力を含むブロ
ックチェーントランザクション（Ｔｘ１　デポジットトランザクション）を生成するよう
タクシーに指示する。この２－ｏｆ－３マルチシグネチャアドレスにより署名された何れ
かのブロックチェーントランザクション（Ｔｘ）は、指定されたシグネチャの何れか２つ
を提供するアンロックスクリプトを有する入力を含む他のトランザクションによってのみ
償還可能である。
【００４８】
　Ａｌｉｃｅは、彼女が秘密を保持するパスワード、文字列、数列又は他の何れかのデー
タタイプなどの秘密値を選択する。Ａｌｉｃｅは、本例では、５ＢＴＣなどの行程のコス
トのＢｏｂの推定結果に等しい金額を使う出力を有する“デポジットトランザクション”
として以降で参照される第１のブロックチェーントランザクションを生成する。Ａｌｉｃ
ｅは、彼女のデジタルシグネチャによってトランザクションＴｘ１を署名し、彼女の秘密
値のハッシュを利用してトランザクションをロックし、タクシーによって生成されたマル
チシグネチャアドレスにトランザクションを送信する。トランザクションＴｘ１は、ブロ
ックチェーンにブロードキャストされる。
【００４９】
　このトランザクションの出力に関する５ＢＴＣは、本例では、Ａｌｉｃｅのシグネチャ
、Ｂｏｂのシグネチャ及びタクシーのシグネチャの何れか２つなど、マルチシグネチャア
ドレスに対応する３つのシグネチャの２つとＡｌｉｃｅの秘密暗号鍵との双方を含むアン
ロックスクリプト（他のトランザクションにおける）を提供することによってのみ使うこ
とが可能である。このようにして、デポジットトランザクションの５ＢＴＣは、Ａｌｉｃ
ｅの鍵なくＢｏｂによって使うことはできず、Ａｌｉｃｅのみが必要とされる３つのシグ
ネチャの１つしか提供できないため、Ａｌｉｃｅによっては使うことができない。上述し
たデポジットトランザクションＴｘ１の具体例が図１に示される。
【００５０】
　Ｂｏｂは、その後にＡｌｉｃｅを収集し、彼女を彼女の目的地に運ぶようタクシーに指
示する。Ｂｏｂは、タクシーと通信可能なソフトウェアアプリケーションを介するなど何
れか適切な手段によってタクシーに行程情報を送信してもよいし、あるいは、行程関連情
報を通信可能な“トークントランザクション”として以降で参照されるトークン化された
ブロックチェーントランザクションを作成することを選択してもよい。トークントランザ
クションは、可能な限り小さくなるよう通常選択された基礎となる値を含み、当該値はト
ークントランザクションの目的に関連せず、トークントランザクションメタデータに埋め
込まれる情報である。この埋め込まれた情報は、行程情報自体、当該情報へのポインタ又
は当該情報若しくはポインタのハッシュされたバージョンの何れかを含む。ポインタは、
行程情報を含むオンラインリソースにタクシーを誘導するＵＲＬ又はトレラントリンクの
形態をとってもよい。図２において、トークントランザクションの具体例が示され、メタ
データはトランザクション出力のリディームスクリプト（ｒｅｄｅｅｍ　ｓｃｒｉｐｔ）
において“ｍｅｓｓ１”への参照を含むよう示され、“ｍｅｓｓ１”は行程情報を含むＢ
ｏｂによって生成されるメッセージである。
【００５１】
　その後、Ｂｏｂは、トークントランザクションについてブロックチェーンを監視するよ
うタクシーに指示するトークントランザクションの検証を確認すると、何れか適切な手段
によってタクシーにメッセージを送信する。タクシーは、それの暗号秘密鍵を利用して、
トークントランザクションの出力を請求し、これにより、Ｂｏｂによって送信された行程
情報へのアクセスを得る。
【００５２】
　１つ以上のトランザクションの検証は、これらのトランザクションが他の基準のうちブ
ロックチェーンコードに固有の構文的正当性ルールを充足していることをチェックするこ



(9) JP 2019-526120 A 2019.9.12

10

20

30

40

50

とを含む。
【００５３】
　その後、タクシーは、乗車位置でＡｌｉｃｅを収集することに進む。タクシーは、タク
シーのドアをロック解除するためにＡｌｉｃｅに彼女の秘密鍵により署名されたメッセー
ジを送信することを要求してもよい。タクシーは、赤外線カメラなどの適切な検出装置を
利用して、自動車に入る乗客の人数を検出し、当該人数がＡｌｉｃｅによって初期的に提
供された人数とどのように比較するかに応じてサービスを提供するか否か決定してもよい
。例えば、Ａｌｉｃｅが１人の乗客しかいないことを示す行程情報を提供していたが、２
人以上の乗客がタクシーに入っている場合、タクシーは、移動を実行することを拒否する
よう構成されてもよい。
【００５４】
　タクシーは、乗車位置及び目的地の精度などの行程情報の何れかを確認するようＡｌｉ
ｃｅに求めてもよく、Ａｌｉｃｅとタクシーとの間で送信されるメッセージは、上述した
ように、以降の参照のためハッシュ化されてＤＨＴに格納されてもよい。タクシーは、そ
のような１つ以上の確認メッセージが受信されたときにのみ移動を開始するよう構成され
、更なる確認メッセージが受信されるまで、目的地への到着後にドアの開放を止めるよう
構成されてもよい。
【００５５】
　その後、タクシーは、３つまでのトランザクション、リターントランザクション、提案
トランザクション及びリファンドトランザクションを準備する。１つ以上の実施例では、
提案トランザクションは、本発明の処理に必須である唯一のトランザクションである。タ
クシーは、移動が完了すると、これらのトランザクションの１つ以上を生成してもよい。
【００５６】
　リターントランザクションは、トークントランザクションの基礎となる値（“数Ｓａｔ
ｏｓｈｉ”であると図２において示される）をＢｏｂに返すよう構成される。このリター
ントランザクションの具体例は、図３に示すことが可能であり、トランザクションの出力
フィールドにおいて“数Ｓａｔｏｓｈｉ”を示す。しかしながら、Ｂｏｂがトークントラ
ンザクションの形式で行程情報を送信することを選択したとしても、彼は、基礎となる値
を返すようタクシーに要求又は指示しなくてもよい。
【００５７】
　その具体例が図４ａに示される提案トランザクションは、不完全なトランザクション又
はトランザクションテンプレートとして参照されうる。移動が完了すると、タクシーは、
２つの入力と少なくとも１つの出力とを有する提案トランザクションを生成する。第１の
入力は、シグネチャハッシュフラグSIGHASH_ALL　|　SIGHASH_ANYONECANPAYを利用してタ
クシーに関する暗号化シグネチャ及び公開鍵を用いて署名され、第２の入力は、タクシー
に関するシグネチャによってのみ署名される。第１の出力は、サービス（この場合、サー
ビスは実際には３ＢＴＣのみのコストである）を提供するためのＢｏｂへの支払いに対応
し、第２の出力（要求される場合）は、Ａｌｉｃｅに送信されるべき提案トランザクショ
ンの第１の出力とデポジットトランザクションの金額との間の差分に等しいサービスに対
するおつりに対応する（この場合、５ＢＴＣのデポジット－３ＢＴＣの実際のコスト＝２
ＢＴＣのおつり）。
【００５８】
　上記のシグネチャハッシュフラグを利用して署名された第１の入力の目的は、Ａｌｉｃ
ｅが提案トランザクションの出力を修正するが（例えば、無料のタクシーの乗車について
第１の出力の値を０に変更することによって）、彼女が必要な情報を追加するために第２
の入力を修正することを可能にすることを防止することである。この場合、当該必要な情
報は、Ａｌｉｃｅのシグネチャ、デポジットトランザクションからリディームスクリプト
及びＡｌｉｃｅの秘密の値である。これら３つのアイテムは、提案トランザクションのア
ンロックを成功させるため、第２の入力のシグネチャスクリプトに追加される必要があり
、サービスに対して３ＢＴＣをＢｏｂに支払う。Ａｌｉｃｅがタクシーに返す提案トラン
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その後、タクシーは、当該トランザクションをブロックチェーンに送信し、トランザクシ
ョンが検証又は認証されると、ドアをロック解除及び／又は開放するよう構成されてもよ
い。
【００５９】
　Ａｌｉｃｅが彼女の秘密の値を開示することを拒絶した場合、デポジットトランザクシ
ョンが２－ｏｆ－３マルチシグネチャロックスクリプトによりロックされていることによ
って、Ｂｏｂは、Ａｌｉｃｅの資金の５ＢＴＣが償還されることを許可するため、彼の及
び／又はタクシーの秘密鍵を使用しないことを選択してもよい。従って、Ａｌｉｃｅが彼
女の秘密の値を公知にするまで、５ＢＴＣは誰に対しても償還不可であるため、Ａｌｉｃ
ｅは、サービスにおけるトランザクションを正直に実行する動機付けがされる。
【００６０】
　タクシーは、Ａｌｉｃｅがサービスを利用しないことを決めた場合、Ａｌｉｃｅがデポ
ジットトランザクションの出力を償還することを可能にするリファンドトランザクション
を生成してもよい。このトランザクションは、乗車位置においてＡｌｉｃｅに提示される
。彼女の５ＢＴＣを取り戻すため、タクシーとＡｌｉｃｅとの双方が、リファンドトラン
ザクションのアンロックスクリプトに自らのシグネチャを提示する必要がある。５ＢＴＣ
の全額がリファンドされることを許可する代わりに、Ｂｏｂの期間及び条件は、タクシー
又はＢｏｂの何れかに関する公開鍵に支払われるべき差し引かれた料金を規定してもよく
、５ＢＴＣからキャンセル料を差し引いたＡｌｉｃｅによる償還可能なリファンドに対応
する第１の出力と、タクシー又はＢｏｂの何れによって償還可能な料金に対応する第２の
出力との２つの出力を有するようリファンドトランザクションを変更することになる。タ
クシーは、ブロックチェーンを監視し、提案トランザクションを署名する前に、対応する
リファンドトランザクションが使われていないことをチェックする。
【００６１】
　上述した実施例は本発明を限定するのでなく説明するものであり、当業者は添付した請
求項によって規定されるような本発明の範囲から逸脱することなく他の多数の実施例を設
計可能であることが留意されるべきである。請求項において、括弧内に配置される何れか
の参照符号は請求項を限定するものとして解釈されるべきでない。“有する”などの単語
は、何れかの請求項又は明細書全体に列記された以外の要素又はステップの存在を排除す
るものでない。本明細書において、“有する”は“含む”又は“構成される”を意味する
。要素の単数形の参照は、当該要素の複数形の参照を排除するものでなく、その反対もで
ある。本発明は、複数の別々の要素を含むハードウェアによって、また、適切にプログラ
ムされたソフトウェアによって実現されてもよい。複数の手段を列記した装置の請求項で
は、これらの手段のいくつかは同一のハードウェアアイテムによって実現されてもよい。
特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これらの手
段の組み合わせが効果的に利用可能でないことを示すものでない。
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【要約の続き】
クションを生成するステップと、秘密の値を含むよう第２のブロックチェーントランザクションを修正するステップ
とを含む方法を提供する。
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