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多変数デジタル通貨 コンセプト
デジタル通貨が資金洗浄やテロ資金になることを防ぐ発明
メテオーラ・システム株式会社（神奈川県伊勢原市，代表渡邊栄治）は，1970 年代から情報理論の研究とその
実装技術の開発を進めてきました．今後は，ブロックチェーンを開発されている企業様への技術提供等を模索して
参ります．協業，共創に関するお問合せをお待ちしております．
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1．はじめに
ブロックチェーン自体は歴史的な発明ですが，まだ多くの人が使いこなせていないと見受けられます．当初，関
係者は大きな期待を寄せていましたが，特にデジタルコインなどは，期待通りにブロックチェーンを使いこなせて
いません．価格変動やマネーロンダリングはネガティブにしか評価されていませんが，渡邊はその価格変動とマ
ネーロンダリングを重要な潜在的「野生の馬」として捉え，高く評価しています．なぜなら，その調教方法を知っ
ているからです．
紙に印刷されただけの不換紙幣が，なぜ人から人へ渡るのか．こう考えれば，その理由がわかるでしょう．不換
紙幣を見た人があなたのプライバシーを見たら，おそらく不換紙幣は流通しないでしょう．金や銀についても同じ
ことが言えます．この思考実験は，Satoshi Nakamoto がデザインした「New privacy model」の重要性を示して
います．これが "お金" の出発点なのです．この原点を確認するために，次のような質問をしてみましょう．レジで
お金を払うとき，紙幣にパスワードを打ち込みますか？
上記の質問は，単なる IT と "お金 "の違いを思い起こさせます．この違いに興味を持つ人は，野心的な起業家か
パイオニアであるに違いありません．渡邊もこの違いを実感しています．紙幣にはパスワードが必要ない．同様
に，デジタル通貨にもパスワードは必要ありません．パスワードを求められたら安心ですか？パスワードがあって
も，サイバー攻撃が成功すれば資産は消滅してしまいます．そして，内部関係者はパスワードに到達することがで
きるという事実も在ります．
非可換アルゴリズム, すなわち情報理論的に安全な秘密鍵の管理技術を実装した Blockchain の便益は, 2021 年
現在盛んに議論されているデジタル通貨にも及びます．「多変数デジタル通貨」は，デジタル通貨がマネーロンダ
リングやテロ資金になることを防ぐための技術であり，乱立する他の暗号資産のような不安定な「暴れ馬」ではあ
りません．
2．現時点でのデジタル通貨はニュープライバシーモデルを破壊する「単なるIT」である
2020 年，各国の中央銀行はいくつかのグループを作ってデジタル通貨に取り組んでいます．渡邊は特に，デジ
タル人民元の姿を想像しています: CCP は既にキャッシュレス決済の情報を中国人民銀行に集める法制度を確立し
ており，初めから Satoshi Nakamoto の ”New Privacy Model” を無視する，監視社会の通貨になるでしょう．
監視社会における個人の ID と決済の流れは連携しています: プライバシーはありません．そこでは当局が ID の
使用を止めれば，お金の転送は何であれ止まります．これは「単なる IT」の話であり，通貨の話とは言えませ
ん．監視社会を合法的に進めているから，デジタル人民元がブロックチェーンをベースに設計されているか否か判
りませんが，いずれにしろ，世界はデジタル人民元に騙されることになるでしょう．
同様に，民主主義国家の当局もデジタル人民元に近い議論をする可能性があります．「お金」の設計を議論する
のではなく，彼らも「単なる IT」の設計を議論する: つまり，”New Privacy Model” の重要性を無視するでしょ
う．たとえば，監視社会を目的にする訳ではないが，個人情報（KYC）の提出を義務付ける，などが考えられま
す．それこそ単なる IT，プライバシーを犠牲にする IT です．日本には住民票， 健康保険証，運転免許証など，多
様な社会基盤があるので，ID に不足はありません．しかるに，最近はまた一つ ID が増えました．「マイナン
バー」です．こういう傾向だから，デジタル通貨の場合もマイナンバーを導入する可能性が有ります．これでは
CCP の監視社会と変わらない日本になってしまいます．
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3．デジタル通貨の格付け
多変数 n(n 2) ブロックチェーンは「お金」の原型と言えます: 関数 M() で表されます．
「お金」= M(秘密変数 n=1，匿名変数 n=1，多変数 IDs n=3，偽造確率)
ここで M() の多変数 IDs n=3 は 3 個のデジタル ID1 ID2 ID3 を表し，n は確率変数の個数を表します．なお，
秘密変数 a private key，匿名変数 a bitcoin-address です．
この原型はビットコイン，stable coin，peg 通貨，CBDC，多変数デジタル通貨などの母体と言えます．この原
型の変数の個数を数えてみます: 1+1+3=5，格付け =5 です．変数の個数が少ないほど格付けが下がり，逆に変数
の個数が増えるほどシステムは安定します．変数が一つよりは二つの方が安定すること，制御可能になることは容
易に想像できるでしょう．以下，典型的な事例について格付けを計算します．
1) Satoshi Nakamoto の New Privacy Model

New Privacy Model はビットコインの原型です．ここでは変数の個数は全部で 2 個であるから，格付け =2 と
なります．しかし，実際の運用では秘密変数へのアクセスをパスワードに許しています．だから変数は確率変数で
はなく見えるデータになる（パスワードが手に入れば誰でも見られる）．したがって，New Privacy Model は次
のようにして破壊されます:

ここで 0+0=0 であるから，格付け =0 です．
計算関係が秘密変数→公開変数→匿名変数です．秘密変数が「見えるデータ」に変われば偽造確率 =1 になりそう
ですが，ビットコインはそうは成りません．マイニングだから偽造確率 0 です．なお本題から逸れますが，マイ
ニングは貨幣の需要に応えることが出来ません．
2) 単なる IT̲監視社会の「お金もどき」̲
CCP 当局の目には匿名変数も秘密変数も単なる「見えるデータ」に成ります．人民には固有の ID が割り当てら
れ，ID が「見えるデータ」に紐づきます:
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ここで 0+0=0 であるから，格付け =0 です．
上の式は，デジタル人民元がブロックチェーンをベースに設計されていると仮定しての話です．デジタル人民元は
マイニングしない，つまり，貨幣の需要に応える．これは何を意味するか?偽造確率 =1 です．つまりデジタル人
民元は初めから「偽造通貨の発行」です．偽造を隠す方法はネットワークを卸売りと小口販売に分けること．いず
れにしろ，世界は騙されているかもしれません．
3) 多変数デジタル通貨

4．Satoshi Nakamoto に敬意を表して -条件付き署名手続き銀行口座と「お金」について考えると，日本の慣習では，預金通帳とパスワード，または，キャッシュカードと
パスワード，という二つの IDs で「条件付き出金」を実行していることが判ります．この二つの IDs を確率変数
ID1 と ID2 で表すことにします．これら二つの変数は独立であるため，ID1 から ID2 を決定するのは難しいし，そ
の逆も難しい．条件付き出金とは，たとえば ATM に ID1 と ID2 の「二つを揃えて」入力すれば紙幣が出てく
る．ということです．ここで大事なことは「二つを一緒に入力する」という点です．もしこれが，二つの事象が偶
然に出会う，という問題なら，条件付き確率というややこしい問題になってしまいますが，この ID1 と ID2 は
「二つで一つ」になることが約束されています．このような約束（プロトコル）を多変数 IDs n=2 と言います．

Fig.1: 多変数 IDs n=2
たとえば，IDs が盗まれたり紛失した際，Alice が多額のお金を引き出す場合に銀行は「本人確認証」を求めま
す．すなわち第三の ID
ID3 です．先ほどまでは「二つを揃えて」でしたが，今度は「三つを揃えて」出金を制
御します．これが下図 Fig.2 の多変数 IDs n=3 です．
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Fig.2: 多変数 IDs n=3
ここで，Satoshi Nakamoto が設計した Bitcoin の定義: ”We de ne an electronic coin as a chain of digital
signatures.” (cited from 2 Transactions) を Fig.2 に投影すると，下図 Fig.3 のように表すことができます．ここ
では条件付き出金が「条件付き署名手続き」となることが判ります．

Fig.3: 条件付き署名手続き
三つの IDs が揃うと署名手続きが始まる，つまり，三つの IDs が揃わないと何も始まらない．この条件付き署
名手続きは Satoshi Nakamoto の論文には記載がありません．

5．デジタル通貨の新しい定義
上述の通り，Satoshi Nakamoto の設計には「お金の転送」を条件付きで制御するプロトコルはありません．そ
こで，この点に着目してデジタル通貨の新しい定義を導入します．すなわち，次の署名を条件付きで実行する，と
ういう定義です．
出金 = 送金 = 通貨発行
その条件とは，上図 Fig.3 が示す以下の二つです．1）ID1 と ID2 と ID3 各々を消費者，取引所，第三者が所持
する．2）三者（消費者，取引所，第三者）が上記処理に署名することに同意している．この同意を検証する暗号
学的な数学は以下です．
̲ 三者の同意を検証する衝突関数 ̲
三者の同意検証は「異議なし」/「異議あり」に分かれます．「異議あり」の場合は，多変数 IDs n=3 のどれか
一つが欠けた時，または，どれか二つが欠けた時であり，この場合は署名用の鍵データが再現しません（署名手続
きが中断する）．この中断はフェールセーフであり，下記の状態を継続します．
送金の凍結 = 資金洗浄資産の凍結 = 通貨発行の停止
さらに，ここでプライバシーは守られていて誰の「顔」も見えないことに注目してください．この点が「お金」
の設計と「単なる IT」を峻別する重要な基準です．「単なる IT」は個人情報の登録を求めるので，当局にはユー
ザの「顔」が見えます．

6．鍵管理のイノベーション
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非可換アルゴリズム，及び量子耐性 Blockchain の特性により，多変数デジタル通貨は数々の新機軸を備えま
す．
1）署名用の鍵は機能として存在するが，実装されない．
2）サイバー攻撃は無力化される．
3）資金洗浄と正常なお金の転送が分離される．
4）マイニングに代わり，デジタル通貨の発行主体を存在させることができる．
5）偽造するのは困難である（通貨の発行主体への内外からの攻撃は成功しない）．

7．Private key を「燃やす」関数
Private key は言うまでもなく，署名用の鍵です．Satoshi Nakamoto は Bitcoin を署名チェーンとして定義し
ました（cited from 2 Transactions）．多変数デジタル通貨も Bitcoin と同じく署名チェーンですが，先述した
「条件付き署名手続き」に基づく署名チェーンです．新しい概念であるため，Private key データを燃やす関数
Y() と，燃やした後に残った「灰」，これらを以下に解説します．
key データを燃やす関数を Y() と表記します．関数 Y() に key データを入力した後，key データは消去され，
Y() の 出力に多変数 IDs（ID1 と ID2 と ID3) が現れます．この多変数 IDs が「灰」であり，ID1 ID2 ID3 という
関係にあります．この不等式は，互いに計算して決定するのが困難であることを意味しています．この水平方向の
計算に対して垂直方向の計算もあります．これについても，ID1 ID2 ID3 から Private key の計算をしても「これ
です」という答えは返ってきません．以上の関数 Y() は次の独特な形式で表されます．
Y() = <Y1(), Y2(), Y3()>

8．衝突関数
関数 Y() の逆向き関数があります．それは「衝突関数 Y-1()」です．関数 Y-1() は上記の「灰」から key デ ータ
を復活します．次のような形式で表されます．
Y-1()

<Y1-1(), Y2-1(), Y3-1()>

以下のイラストは，Private key データを燃やす関数を左側に示し，「灰」から鍵データを復活させる関数を右
側に示したものです．二つの関数は非可換アルゴリズムの特許に関連しています．

9．不換紙幣との互換性
Satoshi Nakamoto の New privacy model
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Blockchain は中心的な権力者が存在しないように設計されています．それゆえ資金洗浄が可能になります．こ
こで注意することは，資金洗浄の追跡は可能である，ということです．すなわち，お金の転送記録の追跡は可能だ
がその 「顔」は見えない，ということ．この仕組みを Satoshi Nakamoto は ”New Privacy Model” と名付けま
した．下図です．

ブルーの線は，線より左側に描かれたプライバシーを守り，右側に描かれた取引は全てインターネットに公開す
る，という境界防衛線を表しています．Blockchain において「プライバシーは政府（権力機構）からも干渉され
ない，ただ，署名（送金）記録は公開される」．まさに，不換紙幣もその通りであり，”New Privacy Model” は
不換紙幣と互換です．逆に言うならば，”New Privacy Model” を無視したデジタル通貨は紙幣と互換ではない，
言わば「単なる IT」 ということです．
個人情報やパスワードの登録を求める IT では「お金」にはなれない
監視社会や一国の中で「お金のような働き」をする何かを「デジタル通貨」と呼ぶならば，「単なる IT」であっ
ても国民を騙すことができるでしょう．しかし，たとえば現在急増している暗号通貨は，現に国境を自由に往来し
ているわけです．多くの人が「パスワードと秘密鍵で守られているから安心」と言いますが，パスワードでサイ
バー攻撃は防げません．
不換紙幣はプライバシーを守るからカレントします．「紙に印刷しただけの不換紙幣がなぜカレントするのか」
その答えが “New Privacy Model” にあります．それならば，なぜ Bitcoin は金融商品になれても通貨にはなれな
いのか．理由は二つあります． 一つは通貨の需要に応える仕組みを持っていないこと．もう一つは以下です．
匿名変数と秘密変数
Satoshi Nakamoto の [10 Privacy] から以下の記述を引用します．
“The public can see that someone is sending an amount to someone else, but without information linking the transaction to
anyone.”
“privacy can still be maintained by breaking the flow of information in another place: by keeping public keys anonymous.”
この公開鍵（コインアドレス）は X.509 証明書を持っていないので誰の公開鍵かわかりません．これは匿名変
数です．一方，Private key は秘密変数です．変数の個数はそれぞれ一個なので，n=1 と表すことができます．こ
れを「お金の関数 M()」に投影します．
M（匿名変数 n=1，秘密変数 n=1） = “New Privacy Model”
これは「秘密変数が漏洩しなければ，プライバシーが守られる」ことを表した式です．しかし，取引所のような
サービス設計者は，どこかでパスワードを登録するように設計します．パスワードが匿名変数や秘密変数と連携す
る時，これらの変数は「見えるようになる」．
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署名チェーン

“New Privacy Model”

このことから，Bitcoin は紙幣と互換になることができません．言わば，単なる公開された株式のようなもので
あり，決して通貨ではありません．
10．資金洗浄を遮断するデジタル通貨の凍結プロトコル
プライバシーを犠牲にすることなく公開鍵の使用を制限する
たとえば，実用間近とされるデジタル人民元は Alice の自由を制限する「単なる IT」です．なぜなら，プライ
バシーを犠牲にする監視社会の通貨だからです．当局が Alice を気に入ればお金の転送を行い，当局が Alice を気
に入らなければ Alice の送金を停止するからです．すなわち，条件付き送金です．
他方，多変数デジタル通貨は Alice の自由やプライバシーを制限することなく，不正があった時のみ，コインア
ドレスの使用を制限することができます．すなわち，条件付き署名です．
三者の同意を検証する衝突関数
「不正送金のチェーンを切りたい，ただ，不正か否かはまだ断定できない」．実運用で想定されるこうしたケー
スにおいて，この不正送金が疑われるコインアドレスと結合している多変数 IDs の一つを，オンライン運用からオ
フに移動する．こうすることで，システムは署名手続きを中断する．すなわち，「多変数 IDs n=3 のどれか一つ
が「衝突関数」の入口に集まらないので署名用の key データを再現できない」 ということです．これで送金は中
断させられます．
ここで課題が一つ浮き彫りになります．当該コインアドレスと多変数 IDs をどうやって紐づけるか，という問題
です．
コインアドレスと取引所が持つ ID2 を紐づける
多変数デジタル通貨（多変数 IDs n=3）においては通常，Alice が ID1 を手元に置き，第二番目の ID2 を取引
所に転送し，第三番目の ID3 を信頼のおける第三者に転送する．これが社会実装の姿となります．コインアドレス
と多変数 IDs の一つを結合することは簡単であり，これは Alice の手元でのみ行うことができます．なぜなら，
コインアドレスも多変数 IDs も，Private key データが元になっており，その Private key データを持っている人
は Alice だけだからです．すなわち，Alice には両者の紐づけを行えるが，第三者にはできない，ということで
す．以下に図解します．
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上図において，矢印の方向は計算が容易な方向を表しています．右から左の矢印は署名に使われ，上から下の矢
印は所有権チェーンの検証に使われます．ここでは多変数 IDs の個数を n=2 にしました．
Alice の手元で ID2 とコインアドレスを一対にし，この一対を取引所に送達します．取引所はこの一対を DB に
格納しますが，その一対が誰であるかは分かりません．このように Alice のプライバシーは維持されます．

資金洗浄の凍結プロトコル
多変数 IDs の一つ ID2 を制御変数に使うプロトコルでは，ID2 を オンライン運用からオフに移動させるだけで
送金を中断させることができます．
たとえば，「コインアドレス（Bob）とコインアドレス（Oscar）が不正送金を行なっている」という通報が取
引所に入ったとします．判定者は通常 ID3 を持つ第三者であり，この第三者が資金洗浄を監視します．または，今
回の例では，ID2 を持つ取引所が 「この送金の流れは怪しい」と判定したかもしれません．このような通報を受
けた時，取引所は ID2 のオンライン運用を止め，ネットに次のような公開呼びかけをします．
「コインアドレス（Bob）とコインアドレス（Oscar）の運用を止めたので，これに異議のある者は連絡を」と
いう呼びかけです．この呼びかけに対し何の連絡もなければ，第二変数 ID2 はオンラインに戻さず，送金手続きの
中断は維持されます．
この凍結プロトコルは Blockchain の性質に基づくフェールセーフです．なぜなら，資金洗浄の意思を持つ
Bob や Oscar がこの公開呼びかけに異議を唱えれば，彼らの「顔」が判明してしまうからです．一方，誰も異議
を唱えなければ送金手続きの中断は解除されません．すなわち，自動的な資産凍結と言えます．
条件付き署名，公開呼びかけとフェールセーフ，この組合せは多変数デジタル通貨における資金洗浄ソリュー
ションであり，このプロトコルは資金洗浄のみならず，インサイダー取引や市場操作，さらには裁判所の資産保全
命令にも適用可能です．これは，中央集権的な権力に基づく金融制裁ではなく，民主主義的な金融制裁でもありま
す．
11．マイニングに依らないデジタル通貨の条件付き発行と適正価格の制御
パスワードがあれば安心ですか?
紙幣は手に取って，触れて，手渡す．このプロセスがリアルですが，紙幣にパスワードの登録を求める人はいな
いでしょう．それに比べ，現在乱立している暗号通貨は空気感に近いものがあります．「これは私のものだ」と言
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える「これ」が手元にないからです．実態がないゆえに，パスワードがあることによってその存在を実感している
人も多いでしょう．しかし，盗もうと思えば盗めるのがパスワードです．
一方，多変数デジタル通貨はパスワードの登録を求めません．なぜなら，非可換アルゴリズムの特性により，パ
スワードで守りたいと思うような対象（ハッカーにとっての攻撃対象）が存在しないからです．秘密鍵は署名のた
めに必須であるが，その鍵データは実装されない．それゆえに，パスワードや生体情報の登録を求める理由があり
ません．
「財布」を落としてもお金は保全される
通常，財布を落としたら紙幣は戻ってきません．多変数デジタル通貨は不換紙幣と完璧に互換ではあるが，財布
を落としても資産を保全することが可能です．ここでは便宜上，多変数デジタル通貨を管理するメインデバイスを
スマートフォンと仮定し解説します．
スマートフォンがないと気付いた Alice は直ちに取引所（または第三者）に第二変数 ID2 と共に通報します．
ID2 は CIM パラメータを持っていて，取引所は ID2 の運用をオンラインからオフにし，送金手続きを中断しま
す．この時，「IDs を保管していたスマートフォンを紛失しているのにどうやって ID2 と共に通報するのか」とい
うことが問題になるでしょう．これを，多変数 IDs を保管したバックアップデバイスによって解決します．この
バックアップデバイスから，ID2 と CIM パラメータを持った緊急のメッセージが最寄りの基地を経由し取引所に
送られます．このデバイスは送信機能のみを備えていればよいです．
つまり，メインデバイスであるスマートフォンと，この送信機能を備えたバックアップデバイスが多変数デジタ
ル通貨の「財布」となり，どちらか一方を紛失した際に送金手続きを中断し．資産を保全する手段となります．
プライバシーからプライバシーへの転送チェーン
“New Privacy Model” を「お金の関数 M()」に投影した関数形を再掲します．
M(匿名変数 n=1，秘密変数 n=1) = “New Privacy Model”
一方，非可換アルゴリズムが実現する多変数デジタル通貨の関数形は以下の通りです．
M(匿名変数 n=1，多変数 IDs n=3，偽造確率 = 1/2256) = 多変数デジタル通貨
ここには匿名変数 n=1 があり，秘密変数 n=1 はありません．それゆえ，いかなる key データも漏洩しませ
ん．多変数デジタル通貨はプライバシーからプライバシーへチェーンします．これが，プライバシーを犠牲にする
「単なる IT」との違いであり，利便性を理由にしてプライバシーを犠牲にする「
コイン」やデジタル人民元と
の違いです．下記 Fig.4 は左から右へと時間が進みます．チェーン形成の方法は，Satoshi Nakamoto の [3.
Timestamp Server] の通りです．

Fig.4: Privacy-to-privacy transfer chain
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三者の合意検証 -マイニングに代わる「お金の信頼」多変数デジタル通貨では通常，消費者 Alice が取引を行う時は，ID1 を Alice が持ちます．一方，第二番目の
ID2 を取引所に転送し，第三番目の ID3 を第三者に転送します．取引所や第三者はスマートフォンを CIM パラ
メータで識別します．三者各々は互いに独立です．これが「多変数 n=3 の社会実装」です．この社会実装から，
以下の二つのメリットが社会にもたらされます．
1) 犯罪抑止力（ブレーキ）
‣ 三者の同意が無ければ送金が行われません．これは事故や犯罪に対してフェールセーフとなります．
2) お金の発行主体の信頼（アクセル）
‣ 三者の同意を検証する衝突関数があることで，単一の意志が行う決済よりも信頼できます．
下図 Fig.5 は，三者の同意検証を図示したものです．これを CBDC に適用すると，このデジタル通貨の発行は
中央銀行の意志に基づくのは当然ですが，発行時の IT の動作は単一意志プロトコルではありません．元々
Blockchain のマイニングには発行主体が存在しませんが，CBDC が多変数デジタル通貨として発行されるなら
ば，三者の同意検証のメカニズムがその発行主体となります．

Fig.5: 三者の同意検証 = デジタル通貨の発行主体
Fig.5 に示した第三者とは，数理を基礎にした第三者です．単に第三番目の ID3 を受け取り，不正送金の監視を
行うだけの存在であっても決済の信頼性に絶大な寄与をする．莫大な費用を投じた中央集権的な決済システムより
も，第三者を含む数理の方が信頼できる．この数理ベースの第三者が多大な貢献をする事例がある．それについて
は後述する．
Fig.5 では，多変数 n=3 の社会実装を三角形で表現し，変数 ID1 と ID2 と ID3 が「衝突関数」に集まる様子を
矢印が表しています．「衝突関数」の出力に署名用の key データが再現することで，通貨発行者は署名チェーンを
更新します（送金）．Satoshi Nakamoto は Bitcoin を署名チェーンとして次の通り定義しました: ”We de ne
an electronic coin as a chain of digital signatures.” (cited from 2 Transactions)．これに習い，多変数デジタ
ル通貨も「三者の同意検証チェーン」として定義されます．それを図示したものが下図 Fig.6 です．左の三角から
右の三角へと時間が進みます．

Fig.6: Three-party consent veri cation chain
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条件付き通貨発行は Alice のコインアドレスに送金します．Alice は次のユーザのコインアドレスに送金しま
す．通貨発行者が中央銀行の場合は，取引所（民間銀行）または第三者を経由して，消費者 Alice にデジタル通貨
を転送することも考えられます．いずれにしても，Alice は所有権チェーンを検証し，次のユーザのコインアドレ
スに送金します．これが条 件付き通貨発行のチェーンです．
単一意志が行う署名チェーンと比べて，三者の同意検証チェーンの方が信頼できます．そこで，信頼度の高さ，
すなわち「偽コインを作る難易度」を計算してみます．その前に，現状の Blockchain で CBDC を発行してし
まった場合の問題点をまず整理します．
現状の Blockchain ならば CBDC はどのような姿になるか
1) マイニングは貨幣の需要に応えることが不可能です．通貨の発行に責任を負う主体が存在しないからです．こ
れを無理やり市場に出せば，ただの金融商品になるでしょう．
2) 中央銀行や国債に信用があることを前提に置き，100 万円の送金が Blockchain に記録されれば 100 万円の
貨幣を発行したことになるかと言えば，そうはならない．なぜなら，100 万円に署名をした key データはも
しかしたら漏洩した key データであるかもしれないからです．key データの漏洩には誰も気づけないため，決
済フローの履歴を当局が持たねばならず，これでは監視社会になってしまいます．このソリューションは今の
ところ，非可換アルゴリズムにより秘密変数 n=1 を持たない，多変数デジタル通貨しかありません．
3) 人々は過去に，金に銅を混ぜて貨幣需要に応えようとしました．同じ手口でマイニングの問題を解決したとし
て，運用においてはパスワードや生体情報を匿名変数や秘密変数に結合するでしょう．その場合，CBDC はプ
ライバシーを犠牲にした「xx コイン」となんら変わらない「お金のようなもの」になります．
12．多変数デジタル通貨における偽コイン作りの圧倒的な困難性
以下に多変数デジタル通貨の関数形を再掲します．
M(匿名変数 n=1，多変数 IDs n=3，偽造確率 = 1/2256) = 多変数デジタル通貨
IDs n=3 は Private key データを燃やした後に残った「灰」であることは既に解説しました．したがって，如何
なる key データも関数 M() から漏洩しません．それゆえ，偽コインを作ることはできません．偽コインとは，
Alice の key データを奪ってコインを作り，何者かのコインアドレスへ送金する一連を指します．
では，多変数デジタル通貨を開発した渡邊であれば偽コインを作ることは可能でしょうか．多変数
ID1 ID2 ID3 を 衝突関数に入力すると衝突を起して出力に key データを再現する，ということは先に述べまし
た．この知識を持つ攻撃者は，偽コインを作るべく次のようなシナリオを描くかもしれません．
ID1 ID2 ID3 のどれか一つの通信路を乗っ取り，任意乱数を流して衝突を起こし，その出力データを内側か外
側から奪う．というシナリオです．
しかしこの時，必要な攻撃回数は 2256 回です．すなわち衝突を起す確率 = 1/2256 です．偽コインを作るのは途
方もなく大変な作業になるでしょう．
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13．単一の意志が行う決済にはタイムスタンプが必要
従来の署名チェーンは単一の意志で更新するので，タイムスタンプが必要になります．同様に，銀行オンライン
システムもタイムスタンプで決済を完了します．他方，三者の同意検証チェーンはそれ自体が次の理屈から非可逆
です．
多変数デジタル通貨において，偽コイン作りが成功する確率は 1/2256 です．この偽コインと正規のコインとの
区別はありませんが，次のユーザが偽コインから偽コインを作ることができる確率は (1/2256)*(1/2256) です．
Satoshi Nakamoto の [3. Timestamp Server] より，このチェーン自体はタイムスタンプです．
以上から，多変数デジタル通貨における三者の同意検証チェーンは，単一の意志が行う決済よりも信頼できるこ
とが判ります．
14．本リリースに関する御問合せ
METEORA SYSTEM Co., Ltd
https://www.meteora-system.com
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