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スマートコントラクトにおける信頼性ある分散型オラクル手
法の提案

馬立茂1,a) 金子晃介2,b) 櫻井幸一3,c)

概要：ブロックチェーン技術を応用したスマートコントラクトは、契約者の契約実行を補助し、時間とコス
トを節約することできる。しかしながら、ブロックチェーン技術自体は、外部のデータへ直接アクセスす

る手段を提供していないため、外部データを利用してスマートコントラクトを実行するようなシステムで

は、外部データの収集と検証ができるオラクルという代理システムが必要である。オラクルの課題として、

オラクル自体の信頼性が保証できないという問題が挙げられる。そのため、安全・安心なスマートコント

ラクトを実現するために、信頼性のあるオラクルの手法を考案する必要がある。そこで、本論文では、信

頼性のあるオラクルの仕組みとして、報告者と検証者の概念を導入した分散型オラクルの手法を提案する。
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Proposal of Trustful Method for Distributed Oracle for Smart Contract

Limao Ma1,a) Kosuke Kaneko2,b) Kouichi Sakurai3,c)

Abstract: A smart contract using blockchain technology can help subscribers execute contracts with less
time and low cost. However, since blockchain technology itself does not provide a means for directly access-
ing external data, in a system that executes smart contracts using external data, it is necessary to use a
proxy system called Oracle to collect and verify external data. One of the problems is that the reliability
of Oracle itself cannot be guaranteed. Therefore, in order to realize a safe and reliable Smart Contract, it
is necessary to devise a reliable Oracle method. Therefore, in this paper, we propose a decentralized oracle
method introducing the concept of reporter and verifier as a reliable Oracle architecture.
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1. はじめに

　ブロックチェーン技術 [1]は、信頼性のある中央集権

機関を必要せずに仮想通貨の取引情報を正しく管理してい
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る。ブロックチェーンネットワークは P2Pネットワーク

であり、分散型タイムスタンプサーバーと連携している。

ブロックチェーンを構成する各ブロックには各自前のブ

ロックのハッシュ値、タイムスタンプとトランザクション

データが記録されている。このような仕組みによって、ブ

ロックに保存された内容を改竄するには以降のブロック内

のデータも改竄しなければならない。結果として、ブロッ

クチェーンに記録した内容を改竄することは非常に難しく

なっている。ブロックチェーン技術はビットコインなどの

仮想通貨の分散型台帳だけでなく、金融商品やサービスの

所有権の追跡や投票にも応用されている。また、スマート

コントラクト [2]の導入により、Ethereum[3]などのブロッ
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クチェーンプラットフォームも発展し、分散型アプリケー

ションが開発され、ブロックチェーン技術の用途はさらに

広がっている。

　　しかしながら、ブロックチェーン技術は、能動的に外

部データにアクセスする手法を提供していないため、分散

型アプリケーションが外部データとやり取りする時には、

オラクル [3]という代理システムが必要である。またオラ

クルからの不正のデータによる損害を回避するには、オラ

クル自体の信頼性を検証しなければならない。本論文では

この課題をもとに、報告者と検証者の概念を導入した信頼

性のある分散型オラクルの仕組みを提案する。

2. スマートコントラクト

　ススマートコントラクトは、Nick Szaboによって提

案された技術である。スマートコントラクトは、契約の交

渉または履行をデジタル的に促進、検証、または強制する

ことを目的としたコンピュータプロトコルであり、スマー

トコントラクトは第三者なしで信頼性のある取引を履行す

ることを可能にする [4]。スマートコントラクトを記述す

るのはチューリング完全なプログラミング言語ため、第三

者機関の介入なしに契約条項が完全的または部分的に自己

執行をすることができる。またスマートコントラクトは従

来の契約法と比べて、より高いセキュリティ、より低いコ

ストを提供するため、様々の仮想通貨に実装されている。

Ethereumはその一つの典型例である。Ethereumは 2013

年に Vitalik Buterinがビットコインを参考して、提案さ

れたブロックチェーンプラットフォームであり、次世代仮

想通貨と分散型アプリケーションプラットフォームとも呼

ばれている。Etherという仮想通貨を P2Pネットワークに

参加するインセンティブとして、スマートコントラクトの

実行結果が参加者たちにブロックチェーンへ記録されてい

く。この環境によりネットワーク全体にプログラムの実行

経歴と結果の一致性を維持することが可能である。

　　一方、スマートコントラクトはブロックチェーンの公

開性によりブロックチェーンネットワークにいるすべての

ユーザーに表示される。スマートコントラクトにセキュリ

ティ脆弱性が存在した場合はその脆弱性が顕在化してい

く、Ethereumの存続時間が長いためにすぐに修正されな

いという問題が存在する。よって、脆弱性を修復するまで

の時間内に、大きな損失が起こり得る可能がある。一つの

例として、2016年 6月に The DAOEther[6]の脆弱性によ

る 5000万ドルの損失が挙げられる [5]。

　　また、スマートコントラクトにはコンパイラエラー、

Ethereum仮想マシンエラー、ブロックチェーンネットワー

クへの攻撃、プログラムエラーの不変性、およびその他の

文書化されていない攻撃などの問題 [7]が含まれている。

また、スマートコントラクトに書き込まれた発動条件と発

動結果に対し、発動条件を満たされても契約者のプライ

ベートキーによる署名がない限り、スマートコントラクト

は発動しない。

3. オラクル

3.1 オラクルの紹介

　ブロックチェーン技術を仮想通貨の取引以外のアプリ

ケーションに応用する場合は、スマートコントラクトの欠

点を無視することはできない。スマートコントラクトの発

動が受動的であるため、発動の条件はブロックチェーンの

外部情報である場合、この情報を事前にブロックチェーン

に書き込む必要である [8]。このようにブロックチェーンの

外部にある情報がブロックチェーンに書き込まれるメカニ

ズムは、一般にオラクルメカニズムと呼ばれる [8]。オラク

ルの機能はブロックチェーンにスマートコントラクトに関

連する外部データを提供し、スマートコントラクトの条約

を発動させる。外部データは主にスマートコントラクトの

発動条件に関係性のある情報である、例えばある時の温度、

株の価格、試合の結果などの情報である。オラクルは、ス

マートコントラクトが外部データと交流する方法であり、

ブロックチェーンが現実世界と連結するインターフェース

でもある。

3.2 オラクルの課題

　しかしながら、オラクルがブロックチェーンに提供し

ているデータは不正確な内容を含んでいる可能性があるた

め、外部データの収集と検証が必要である。また、オラク

ル自体の信頼性の検証も課題として挙げられる。オラクル

自体の課題については、以下の通りである [9]：

　　 1.オラクルはハッキングされる可能がある。

　　 2.オラクルのプロセスは不透明であるため、オラクル

のプログラムや出力結果に関して、完全に信頼できない。

　　 3.オラクルが、トランザクションセットアップから

ファイナライズまでの間に消える可能がある。

　　 4.オラクルは賄賂を受けて、誤った結果を出す可能が

ある。

　　これらの課題を踏まえて、外部データにアクセスする

ようなスマートコントラクトを実装するために、オラクル

自体の信頼性を保証しなければならない。

　　オラクルにおける一つの解決案は、複数のデータソー

ス（参加者）からデータを受けて、そのうち同じ答または

ある制約内での答えが提供された際にのみ、そのデータを

出力結果として認める方法である。つまり、分散型のオラ

クルを採用することである。しかしながら、このタイプの

分散型オラクルには幾つの課題が存在する [10]：

　　 a.データフォーマットを事前に定義しなければならな

い。

　　 b.すべての参加者に手数料を支払う必要がある。ま

た相当分の答えが出るまで、時間がかかる。
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4. 関連手法

　Oraclize[10]は、Amazon AWSサービスとTLSNotary

テクノロジに依存するサービスである。Oraclizeの解決策

は、オリジナルデータソースから取得したデータが信頼性

のあること、改竄されていないことを証明することである。

Oraclize自体はデータソースの選択やデータソースの信頼

性に介入しない。証明自体は返されたデータと信頼性証明

と呼ばれる文書の組み合わせによって行われる。信頼性証

明は監査可能な仮想マシンと信頼できる実行環境などの技

術に基づく。現時点では、Ethereumのネットワークにし

か利用できない。Oraclizeは中央集権なサービスであるた

め、ブロックチェーンの分散の性質に反するという指摘が

ある。

　　 Town Crier[11] は、Ethereum ブロックチェーンに

構築された集中型データフィードオラクルであり、Inter

Software Guard Extension(SGX) を用いて、スマートコ

ントラクトに認証済みのデータフィードを提供している。

Oraclizeと同じ集中型であるため、単一障害点という問題

が存在する。また、Town Crierが提供できる APIとデー

タフィードの種類は限られているという指摘がある。

　　 Chainlink[12]は、Ethereumで初の分散型オラクルで

あり、重要なデータのリソース、ウェブサイトの APIお

よび銀行と企業の支払いにアクセスできるようにオラクル

サービスを提供している。集中型のOraclizeよりブロック

チェーン分散化の概念に一致する。Chainlinkでは、ブロッ

クチェーンにいるオンチェーンとブロックチェーンの外部

にいるオフチェーンが存在する。具体的には、オンチェー

ンの部分はスマートコントラクトのリクエストに基づい

てオフチェーンノードにデータを要求して、オフチェーン

ノードがデータを提供する。オンチェーンはノードから

データを受け取り、そのデータを重み付け計算し、スマー

トコントラクトに結果を返す。要するに Chainlinkはイン

センティブ・メカニズムと集約モデルでデータのリクエス

トとフィードバックを行う。なお、Chainlinkは高いコス

トと低いスケーラビリティの問題が挙げられる。

　　 ASTRAEA[13] は投票ゲームを用いて、提出された

データの信頼性を決める分散型オラクルである。参加者は

低リスク/低報酬の投票者と高リスク/高報酬の検証者に分

られて、投票者は小額の預金をスタックにして、システム

から無作為に選択された依頼に投票する機会を与えられ

る。投票の結果はスタック加重投票の合計であり、依頼の

選択にはランダム性が伴うため、悪意のある投票に抵抗力

がある。しかしながら、ASTRAEAには名誉制度が存在し

ないため、シビル攻撃に対する耐性が弱いという問題が挙

げられる。

　　 DOS NETWORK[14] はブロックチェーンに分散型

データフィードオラクルと分散型検証可能な外部計算オラ

クルを提供するスケーラブルなレイヤー２プロトコルであ

る。Chainlinkと同じように、DOS NETWORKはブロッ

クチェーンにデータのリクエストの監査と発表を管理す

るオンチェーンとデータのリクエストと受注を管理する

オフチェーンに分かれている。DOS NETWORKはリク

エストが発表した後に、オフチェーンにいるノードを検証

可能ランダム関数（VRF）としきい値暗号化（Threshold

Cryptography）によりランダムで選び、グループでデータ

を提供させる。収集されたデータはグループ内で 51％の

ノードコンセンサスを達成すると、最終答えとしてブロッ

クチェーンに書き込む。

　　 Augur[15]と Gnosis[16]は、集団知能によって未来の

現実世界の出来事を予測して、予測結果をブロックチェーン

にする分散型予測市場である。その中で Augurs は Truth-

coin[17]に強い影響を受けて、報告とディスピュート制度

を導入することによって、参加者の不正を抑制する。また、

Augurと Gnosisの用途は未来の現実世界の出来事を予測

するだけである。

　　 Kleros[18]は Ethereum上に構築された分散型アプリ

ケーションであり、契約における紛争を仲裁するための分

散型第三者機関として機能しいる。Klerosは審査員が正し

く事件を統治するようにするためにゲーム理論的インセン

ティブに頼る。Klerosの目標は審査員の判断を迅速、安価、

信頼性の高い、分散化された方法で行う紛争解決システム

が完成することである。Klerosは契約における紛争解決メ

カニズムであるが、Augurと幾つの類似点が存在する [19]：

　　 a.両方も Ethereumへのデプロイを計画している。

　　 b.両方もブロックチェーンの外部情報を使用する必要

がある。Augurは予測市場の真の結果を使用する、Kleros

は紛争を解決するための正直な審判結果を使用する。

　　 c. 両方もトークンの数に応じて送信された情報に投

票するためのメカニズムである。

　　 d. 両方も有権者を正直に保つ手段として、Truthcoin

と SchellingCoin[20]の影響を大きく受けている。

　　既存アプローチはそれぞれのメリットがある代わり

に、デメリットも存在する。一つの共通点として、応用分

野に対する汎用性が乏しいという点が挙げられる。

5. 提案手法

　本文では、より汎用性がありかつ安全なオラクルの仕

組みとして、報告者と検証者の概念を導入したオラクル手

法を提案する。報告者は、オラクルによりスマートコント

ラクトのリクエストデータを提供し、答えをオラクルに報

告する。検証者はリクエストによりデータを収集して、報

告者の答えと比較し、不正解を検知する。リクエストを完

成すると、正しい行いをした報告者と検証者にのみ報酬を

支払う。また名誉値（TOKEN）証明と預金制度により、報

告者と検証者に正しい行いをさせようなっている。これか
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らは提案したオラクルの参加者とその役割、全体的なプロ

セスについて説明する。

5.1 参加者の役割

　オラクルの参加者とその役割が以下の通りである：

・依頼者（REQUESTER）

　　依頼者はオラクルにリクエストを受注させ、オラクル

はリクエストを受注した場合、リクエストに IDをつけ、

ネットワークにいるすべてのノードに通知する。リクエス

トの基本内容には求めているデータの他に、以下の情報も

含まれている：

　　 a.報告者の数（Reporter Number）

　　 b.該当のリクエストに参加ために報告者と検証者が

先に預金（Deposit）として払うべき名誉値 (Reputation)

　　 c.リクエストの期限 (expiration date)

　　 d. 正しい行いをした報告者と検証者に対する手数料

(FEE)

・報告者（REPORTER）

　　報告者は、依頼者のリクエスト人数により参加人数が

制限される。またリクエストに参加する度に、リクエスト

の参加預金としてオラクルに参加分の名誉値を凍結しなけ

ればならない。預金制度を設ける理由は Sybil Attackを抑

制することにある。リクエストを受け取ったら、リクエス

トの期間内にオラクルに報告をしなければならない。報告

を検証者に [正しい]と認証を取ると、依頼者から報酬（仮

想通貨）をもらうことができ、かつ凍結された預金も取り

戻すことができる。また、報告が「正しくない」と認識さ

れた場合、依頼者から報酬を貰えなくなる。さらに凍結さ

れた預金は取り戻すことができず、「正しい」検証者にボー

ナスとして支払えされる。

・検証者（CHECKER）

　　検証者は、依頼者のリクエストによる参加人数制限が

存在しないが、報告者と同じく参加預金分の名誉値をオラ

クルに凍結しなければならない。検証者の役割は報告者の

報告に対し、検証を行うことであり、検証結果により「正

しい」報告者と「正しくない」報告者を決定する。リクエ

ストに参加した検証者の最終報告により報酬を決める。本

提案手法では、「正しい」検証者は凍結された名誉値を回収

できる、かつ依頼者から名誉値として報酬（TOKEN）を

受けることができる。また、「正しくない」検証者が凍結し

た預金分の名誉値は回収されずに、ボーナスとして「正し

い」検証者に支払われる。

5.2 提案手法の手順

　システム全体のプロセスを以下に記す（図１）。

ステップ１：依頼者がオラクルにリクエストを提出する。

ステップ２：オラクルがリクエストに IDを付けて、シス

テムに通知する。

図 1 提案手法全体の流れ

ステップ３：報告者は預金を凍結して、リクエストに参加

する。データを提供し、報告を行う。参加する報告者の人

数が定額に足した場合、報告者としてこのリクエストに参

加することができない（図２）。

図 2 依頼者がリクエストを提出して、報告者はリクエストにデータ

を報告する。

ステップ４：検証者は預金を凍結して、リクエストに参加

する。リクエストの要求データを収集し、報告者が提供し

たものと一致するかを検証して、「正しい」報告者と「正し

くない」報告者を見つける。検証者の報告は報告者ごとに

５１％コンセンサスにより生成する。

ステップ５：検証者の報告に対して、異議がある場合、リ

クエストの期限が延長され、ディスピュートが開かれる。

ディスピュートでは異議のある参加者は今まで検証者の凍

結された名誉値の総額の 2倍をかけて、別の報告結果を提

出する。

ステップ６：まだ異議がある場合、ステップ５にループす
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る。賭けた名誉値はある割合を超えると、該当のリクエス

トが凍結され、新しいリクエストとして、ステップ３から

やり直しになる。ただし、前のリクエストに参加したすべ

ての報告者と検証者は、この新しいリクエストに参加する

ことができない。また前のリクエストで凍結された名誉値

は結果が出るまでは該当する参加者たちに返却されない。

また、新しいリクエストには、検証者がランダムで選ばれ

る。異議がない場合、次のステップに移る（図３）。

ステップ７：ディスピュートに勝利した結果をオラクルの

出力として認識する。

図 3 検証者は報告者の報告を検証する、結果をについて異議がある

場合はディスピュートに移る。

ステップ８：ディスピュートに勝利した検証者にリクエス

ト分の名誉値を与えられる、凍結された名誉値も返却され

る。またディスピュートに負けた検証者が凍結した名誉値

を失う。勝ち組は自分の割合により負けた検証者の名誉

値をもらう。「正しい」報告者に対してのみ、依頼者から

ETHなどの仮想通貨を貰える、凍結された名誉値も返却

される（図４）。

ステップ９：参加者の名誉値が更新され、次のリクエスト

まで待機する。

5.3 信頼性

5.3.1 悪意のある報告者

　報告者の役割はオラクルにリクエストのデータを提供

することである。そのリクエストに参加するには自分の名

誉値を預金として凍結しなければならない。また、凍結さ

れる名誉値の額がリクエストによって決められる。オラク

ルに誤ったデータを報告した場合、凍結された名誉値を失

う可能性が高い。さらに、報告者の参加枠が依頼者のリク

図 4 「正しい」参加者に報酬を支払う、参加者の名誉値が更新さ

れる。

エストにより制限されたため、検証者は報告者が提出した

すべてのデータを検証することができる。

リクエストの報告者になるためには高い名誉値が非常に重

要なことである。しかしながら、リクエストの報告者にな

ると、報酬は仮想通貨であり、名誉値ではない。よって、

報告者は名誉値を稼ぐことができない。悪意のある報告者

が判明された場合、その報告者の名誉値は下がることにな

る。名誉値を入手するには、お金（または他の仮想通貨）

で両替するか、検証者として「正しい」行いをするかであ

る。

また、依頼者は報告者の預金を設置することができるため、

高い預金が設置された場合、報告者の悪意のある報告はリ

スクが高いである。

5.3.2 悪意のある検証者

　検証者はリクエストに参加するために、報告者と同じ

ように名誉値を預金として凍結しなければならない。検証

者は誤った結論を提出した場合、凍結された名誉値を失う

可能性が高い。検証者たちの結果はすべての検証者の５

１％コンセンサスにより生成されるため、誤ったデータを

検証の結果にするには少なくとも該当リクエストの検証者

全員の預金の 51％を賭けなければなれない。また、誤っ

た検証結果が提出された場合、他の参加者は新しい検証者

としてディスピュートを提出することができる。ディス

ピュートでまた誤った検証結果を結論として提出するに

はこれまで賭けた名誉値の 2倍が必要であるため、Sybil

Attackによる攻撃が非常に困難である。

　　また検証者の報酬は名誉値であり、仮想通貨ではない。

高い名誉値が持つ参加者は報告者になりやすい。検証者は

実際の利益を得るためには、より多くの名誉値を稼ぐこと

が必要である。

5.4 TOKEN大量所有による集権耐性

　本論文で提案された手法では TOKENが名誉値とし

て、リクエストの参加預金と検証者のディスピュートの預

金に使われている。参加者（ここでは主に検証者、あるい

はシステムに悪意がある検証者のグループ）が発行された

TOKENの半分または半分以上を所有している場合、検証
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者の最終結論を支配することになり、やがてすべての結果

を決定する可能性がある。しかしながら、システムの支配

権を目的としたグループが半分以上の TOKENを購入す

ること自体がほぼ不可能である。

図 5 黒いノードは悪意のある参加者、白いノードは誠実な参加者と

して、ディスピュートの段階で REQUEST-1に賭けされた名

誉値は既定の割合を超えるとする。

図 6 新しいリクエストを発表され、前のリクエストに参加した報告

者と検証者はこのリクエストに参加できない、新しい参加者は

ランダムで選ばれる。

　一つの理由としては、あるグループは「現在」の TO-

KEN市場価格ですべての TOKENを支払うことができる

という事実は、半分の TOKENを購入することができる

という意味ではない。TOKENは通貨の一つとして、その

価格はいつでも変化している。例えあるグループが大量の

TOKENを購入しても、該当 TOKENの市場価格はマー

ケティング影響のため上昇して、TOKENの取得がその高

い価格により難しくなる。

　　また、悪意のある検証者はディスピュートに大量の名

誉値をかけて、検証の結果を支配しようとする。Augurの

Forkステージから発想して、ディスピュートに賭けた名誉

値が発行された TOKENのある割合を超えると、該当のリ

クエストが凍結され、特殊のステージに入る（図５）。こ

の段階では、前のリクエストと同じのリクエストが発表さ

れる。前のリクエストに参加したすべての報告者と検証者

は、この新しいリクエストに参加することができない。前

のリクエストで凍結された名誉値は新しいリクエストに結

果が出るまで該当する参加者たちに返却されない。新しい

リクエストに参加する報告者と検証者はランダムで選ばれ

る（図６）。よって、大量の名誉値が一つの検証者に購入さ

れても、リクエストの特殊ステージにより、新しいリクエ

ストに参加できないため、検証の結果に対する影響が抑え

られている。

5.5 賄賂耐性

　ネットワークから利益を得ることができるのであれ

ば、悪意のある参加者たちは連携して、ネットワークを攻

撃することが効率的である。これらの攻撃にもかかわら

ず、ネットワークに組み込まれたインセンティブスキーム

を作動させるためには、悪意のある参加者が事前に交流

できないようにする必要がある。Truthcoinでは「ダブル

エージェントインセンティブ」の概念を導入して、参加者

者の投票に匿名性を与えた。ダブルエージェントインセン

ティブというは、ネットワークにいる 50％以上の投票者

は誠実である限り、各投票者が誠実な投票者の数を最低限

に抑えたいと考えている。つまり、51％の投票者が誠実で

ある時に、報酬は最も高くなる。誰でも最も高い報酬が欲

しいであるため、自分も嘘をついていると他の参加者に思

わせるインセンティブを持っている。そのような仕組みに

よって、連携した攻撃者は自分が実に統制している投票者

の数について確信を持つことが困難になる。

　　リクエストに参加した検証者を買収することで、検証

の結果あるいはシステムを支配しようとする。本文では、

検証者の検証結果はディスピュートされる可能性があるた

め、一回目の検証結果に賄賂が成功だとしても、その検証

の結果に対して、誠実な参加者はディスピュートによって

否定する権利がある。賄賂の検証結果を維持するには、攻

撃者はさらに大きなコストで検証者たちを賄賂し続けなけ

ればならない。つまり、攻撃者は賄賂をするためには、莫

大な金額を準備しなければならない。また、リクエスト凍

結のため、最終的に負けとなる可能性が非常に高くなる。

5.6 関連手法との比較

　本文で提案された手法を関連手法と比較して、各自の

応用分野、アーキテクチャ、参加者の選び方および名誉値
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表 1 関連手法との比較-応用分野・アーキテクチャ・参加者の選び方

Applications Architecture How Participants be chosen

Augur Gnosis Prediction Market Decentralized Self-select

Kleros General dispute resolution mechanism Decentralized Self-select into sub-courts and randomly chosen

Chainlink Data input and output Decentralized By reputation

ASTRAEA Voting-based General data feed Decentralized Voters:randomly,Certiers:self-select

DOS NETWORK Data feed, computing power Decentralized randomly

Oraclize General data feed Centralized Centralized

Town Crier General data feed Centralized Centralized

Our Proposal General data feed Decentralized Self-select and randomly chosen when request is freezed

表 2 関連手法との比較‐名誉値の有無

Augur Gnosis Kleros Chainlink ASTRAEA DOS NETWORK Oraclize Town Crier Our Proposal

Reputation O O O X O X X O

の有無から説明する（表１，表２）。　

　 Augurと Gnosisについては、予測市場での応用はシン

プルかつ実用性が高いが、他の分野に応用することが難し

いという指摘がある。例えば、過去にある時間の株価を予

測する価値がないため、予測市場を使わない。Kleros は

紛争を仲裁するための分散型アプリケーションであり、商

品の品質、保険およびオンラインゲームトーナメントなど

の紛争解決に使えるが、それ以外の用途は限られている。

Chainlinkと DOS NETWORKは自動処理ができるため、

実用性が高い。しかしながら、Chainlinkではノードの選

択は名誉値によって決めているため、集中化になりやすい。

また、Chainlinkは高いコストと低いスケーラビリティの

問題が挙げられる。ASTRAEAに名誉値制度が存在なし

ため、シビル攻撃に対する耐性が弱いという指摘がある。

Oraclizeと TownCrierは集中型であるため、単一障害点と

いう問題が存在する。本論文で提案した手法は報告者と検

証者の概念を導入した分散型オラクルの手法であり、報告

者が提出したデータは検証者によって検証するので、一般

的なデータも対応できる。また、参加者はリクエストに参

加する際に名誉値をかけたので、悪意の報告や検証結果に

はペナルティが与えられる、シビル攻撃や賄賂に対する耐

性がある。

6. まとめ

　ブロックチェーン技術を分散型アプリケーションに応

用するには、ブロックチェーンのスマートコントラクトと

外部世界の繋がりが不可欠であり、そのような機能を提供

するオラクルの信頼性が重要な一環である。本論文では、

報告者と検証者の概念を導入した信頼性のある分散型オラ

クルの手法を提案して、その信頼性と攻撃耐性を説明した。
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