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1. イントロダクション  
私たちのヴィジョンは、人々とビジネスデータの場としてのインターネットを 

より安心で安全な場所にすることです 

1.1. 問題点 
ブロックチェーン技術は、次世代のインターネットを推し進めています。イーサリアム 

(Ethereum)のようなプロトコルは、分散型アプリケーション(dApps)開発プラットフォームで

あり、製品やサービスの使われ方を変えていきます。それらのdAppsは、保存や管理が必要と

される膨大な量のデータのやりとりが行われます。しかしそこで問題となるのは、Ethereum

のようなブロックチェーンはデータの保存や管理のためには作られていないということであ

り、それらを行うにはたくさんのスペースを消費し、時間もかかります。 

 
 
1.2. 解決策 - Bluzelle 
 Filecoin や Storj のような分散型のファイルの保存・管理サービスが必要とされているよう

に、いまデータの保存・管理サービスが必要とされています。Bluzelleは dApps のための非中

央集権型でオンデマンド、拡張性の高いデータベースサービスです。Bluzelle は、分散型イン

ターネットを完成させるコンポーネントとして、他の機能と補完関係にあります。これらの分

散型コンポーネント無しでは分散型インターネットは効率的、拡張的に機能しません。 

エコシステム 現在のインターネット 分散型インターネット 

アプリケーション Facebook Status 

オペレーティングシステム Microsoft Windows Ethereum 

ファイルストレージ Amazon S3 Filecoin 

データベース Oracle Bluzelle 

 
Bluzelle は全ての分散型アプリケーション(dApps)開発者にとって適切な価格で、エンタープ

ライズ水準のデータベースを提供します。
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2.  Bluzelle の歴史  
ブロックチェーンは金融業界に多くの利益をもたらすとみた創業者たちによって、2014 年の

7 月に Bluzelle は設立されました。私たちは、ブロックチェーンアプリケーションの複雑さを

抽象化するテクノロジースタックを作りました。 

 

2014 年 7 月 Pavel Bains と Neeraj Murarka がバンクーバーで Bluzelle を設立 

2015 年 4 月 カナダの銀行ネットワークに直接繋がる Ripple ベースのゲートウェイ
をローンチ 

2016 年 2 月 シンガポールオフィスを設立 

2016 年 3 月 True Global Ventures からシードラウンドを調達 

2016 年 5 月 Ripple ベースのクロスボーダー送金の POC をグローバルバンキング 
Temenos に構築 

2016 年 9 月 グローバル保険会社 AIA 向けに、Ethereum ベースのモバイル保険ア
プリケーション構築  

2016 年 12 月  H2 Ventures によって Global Fintech 100 に選出 

2017 年 4 月 OCBC, HSBC, MUFG からなるコンソーシアム向けに、Ethereum ベ
ースの KYC ソリューションを構築 

2017 年 6 月 World Economic Forum によって Technology Pioneer2017 に選出 

2017 年 7 月 アジアの大手保険会社のために、Ethereum ベースの保険プラットフ
ォームを構築 

2017 年 8 月 グローバルな VCである Global Brain (日本), True Global Ventures 
(欧州), LUN Partners (中国)から 150 万ドルを調達 

 
 
多くの大企業との共同事業により、大量のデータを管理するという、ブロックチェーンアプリ

ケーションの普及において一つの決定的な問題点を明らかにしてくれました。 この発見が、

Bluzelle の分散型データベースサービスの開発へと繋がります。 
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3. データベースサービスの現状  
この 5 年の間に、200 億を超えるデバイスから膨大な量のデータが生まれ、管理され、保存や

利用されることになるだろうと推測されています。 
 

“ビジネスリーダーたちは次世代のアプリケーションとともに、より明晰な、良き判断へと向か

うための新たな洞察力を必要としています。そのために企業は、新しいイニシアチブを常にサ

ポートし、自動的に拡張するアジャイルなデータベースなどの技術構造を設計する必要があり

ます。しかし、複雑なクラスタシステムを管理するリソース不足のために、新たなデータベー

スの準備には膨大な時間と労力が必要です。 

 Forrester Research, 2017 Market Overview Database As A Service 

 
この問題に対処するため、クラウドデータベースサービスとしての Database-as-a-Service 

(DBaaS) が市場に生まれました。Markets and Markets によると、この産業は年率 67.3%で

2019 年までに$14.05bn(約 1.5 兆円)の規模まで成長すると予想されています。DBaaS の需

要には主に 4つの要因があるとされます。 

 
• 消費者の個人化されたアプリケーション ‒ ファイナンス, 日記, ソーシャルメディアなど 

• Internet-of-things (IoT) ‒ 全てが繋がるようになる 

• モバイルアプリケーション ‒ 消費されるデータの量は急激に増加していく 

• Line-of-business (LoB) ‒ ビジネスユニット間でより多くの情報が共有される 
 
 
これら全てのアプリケーションではますます多くのデータが生成され、過去と現在のデータベ

ースサービスではビジネスのニーズを満たせません。また、パフォーマンス、信頼性、および

拡張性に関連する問題もあります。これではデータ障害の問題へとつながり、大量のデータ盗

難を招く恐れがあります。
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過去と現在のシステムは、未来へ向けて進化する:  Bluzelle 分散型データベースサービス 

 

 
 
 

過去: 単一系 DB 現在: クラウド DB 未来: 分散型 DB 

複数の障害原因 単一の障害原因 障害なし 

高価格な拡張 高価格な拡張 効率的な拡張 

プライバシーの欠如 プライバシーの欠如 高いプライバシー 

不変性の欠如 不変性の欠如 高い不変性 

パフォーマンスの制限 いくつかのパフォーマンス制限 パフォーマンスの制限なし 
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4. Bluzelle の特徴  
Bluzelle は dApps開発者のための分散型データベースサービスです。開発者が確実に最大のパ

フォーマンスを終始信頼性と拡張性を持って行えるように、Bluzelle は Swarming 技術を実装

しました。 この Swarm とはノード(コンピューター)の集合で、それらはデータを保存し、維

持するために機能します。これら Swarm は、ネットワークへの最小の影響で、ノードが出現

したり落ちたりすることを可能にします。Bluzelle は多数の Swarm から構成される Meta-

Swarm なのです。 

4.1. パフォーマンス 
Bluzelle独自のSwarm技術は高いパフォーマンスのためにデザインされました。Bluzelleは、

Swarmの先端にある最も近いノードと、早いノードを並行して検索し、取り出すことでレイテ

ンシーを減らすことが出来、スピードを上げることが出来ます。データがリクエストされる

と、データの一部分(shard)は、それらを含む全ての異なる Swarm からリクエストされて同時

に取り出され、結果として求められる水準のパフォーマンスが実現されます。 

4.2. 信頼性 
Swarm のコンセプトで, Bluzelle の各ユニットのデータは各 Swarm において 100％複製され

ています。したがって、データは一つのSwarmにしか存在しませんが、そのSwarmのノード

は十分にあり、地理的に分散し、自然や人間が関連した出来事によって引き起こされる局地的

な停止状態から免れます。 

4.3. 拡張性 
拡張性は水平と垂直の両方で可能です。 Bluzelle は拡張性を確保する為に様々な戦略と考慮す

べき事案を管理しています。水平拡張は Bluzelle 構造の基礎であり、全ての Swarm はユニッ

トとして meta-swarm レベルでの水平拡張を可能にします。全てのノードは、Swarm レベル

で水平拡張のエージェントとして機能します。 
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次の表は Bluzelle の追加機能の概要です 
 
 
 

特徴 概要 

最も高いプライバシー Bluzelle は暗号技術とシャーディング技術を用いることで、プライバ
シーを保証します 

高い信頼性 Bluzelle は世界中のノードに小さなデータを重複して保存し、どんな
単一の障害も排除します 

拡張性 Bluzelle はデータを独自の分散型でインテリジェントに保存し、エン
タープライズレベルの拡張性を提供します 

データの不変性 Bluzelle はブロックチェーンテクノロジーを活用し、一度データをネ
ットワークに保存すると、それを変更することは不可能です 

高いパフォーマンス速度 Bluzelle は消費者のデータがパフォーマンス基準を満たすように、ノ
ードシャーディングの数と位置を動的に調整します 

邪魔をされない Bluzelle の合意形成は、ネットワークの更新を「真実」として受け入
れる唯一の方法です 

低コスト Bluzelle は大規模なデータセンターを運営する必要がなく、少ない資
本コストで運営が可能です。大部分のコンピューターリソースはネッ
トワーク参加者によって提供されます 

 



8 

 

 

5. どのように Bluzelle は機能するのか?  
Bluzelle はブロックチェーンの原則とシャーディングと分割の概念を取り入れることで、デー

タ保存と管理のための AirBnB のようなマーケットを作り出しています。これは強力な生産者

と消費者の暗号化された経済ネットワークです。 

 
5.1. 消費者 
消費者とは、Bluzelle データサービスを「消費」する人のことです。この人たちが、私たちが

ターゲットとする開発者です。消費者は Bluzelle トークン を使うことで、データを保存したり

取り出したりすることができます。さらに、もし生産者が一定のサービスレベルに見合わなか

った場合、ユーザーはトークンのクレジットを受け取ることができます。 

 
 
5.2. 生産者 
生産者とは、Bluzelle トークン(BLZ)を得ることと引き換えにリソースを提供する人のことで

す。 Bluzelle 生産者は、そのサービス水準を保証する為に一定数の Bluzelle トークンの保有を

求められます。また高いクオリティでのサービス提供のために、生産者同士の競争を促しま

す。高いサービスは相応の請求ができる一方で、大きいトークン保有を求められます。 

 
Bluzelle に参加している全ての消費者と生産者は、初めに単独で Ethereum のアカウントを作

り、プライベートキーを保管し責任を持つ必要があります。それが Bluzelle ネットワーク上に

拡散される前に、プライベートキーは彼らのETHとBluzelleトークン、またデータの暗号化へ

の安全なアクセスのために使われます。 
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6. dApps の Bluzelle 利用ケース  
 
6.1. 未来予想マーケット 
Ethereum の分散型予測市場では、膨大な量のデータの管理と保存を必要しています。これに

は (1)尋ねられた質問 (2) 異なる結果 (3)行われた予測 (4) 実際の出来事の情報源が含まれま

す。分散型データベースは製品のニーズに合わせて拡大、拡張ができます。データへの迅速で

信頼できるアクセスは、新規顧客とその参加を獲得し、予測市場の成功に重要です。Bluzelle

に保存された過去のデータには、過去の出来事を使用してより良い予測を行うことが出来ま

す。 

 
 
6.2. 通貨両替プロトコル 
通貨両替プロトコルの重要な点は、リレイヤーの存在であり、提供者側と引き受け側がオフチ

ェーンで繋がります。基礎となる注文書はリレイヤーによって迅速、効率的、信頼性を持っ

て、簡単に供給されなければいけません。課題として、リレイヤーがこれらの注文書を独自の

方法で保管する責任があるということです。Bluzelle のような分散型データベースを利用する

ことで、通貨両替プロトコルは手間をかけず、スタンダードで一貫性のあるデータベースをリ

レイヤーに提供することができます。この軋轢を減らすことは、ネットワークが依然としてり

レイヤーによって支援されているので、そのサービスレベルおよび品質を最大にします。 

 
6.3. データストリーミングプロトコル 
データストリーミングネットワークは消費者のデータポイントと生産者のデータポイントをマ

ッチさせます。例えば、車のユーザーはリアルタイムの交通データをデータストリーミングネ

ットワークから得ます。車は動いている際に、リアルタイムデータを収集します。データはそ

れらを”購入する””稼ぐ”ことと”販売する”こと双方が行われます。データポイントは読み書きが

高いパフォーマンスで利用可能で拡張性があり、信頼できる必要があります。Bluzelle はその

ようなインフラの要求に理想的であり、データストリーミングネットワークの要求を満たしま

す。
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7. マーケティング戦略  
 
7.1. ターゲット市場 
Bluzelle には、オラクルシステムのようなメインストリーム製品となることを目標とした三つの

ターゲットグループがあります。Bluzelle はまず最初のグループからスタートし、順を追って拡

大していきます。 

 
•	 アーリーアダプター - dApp developers 

ソフトウェア産業で最も早く成長している階層の一つ。 Bluzelle を補充するような他の

分散型テクノロジーを活用したブロックチェーンを基盤としたアプリケーションを開発

するソフトウェアディベロッパーも含みます。 

•	 アーリーマジョリティ- small-to-mid size developers 

一般的なウェブやモバイル、ハードウェアアプリを作っている人を指します。これらの

開発者はゲームや生産性ソフトウェア、モバイルアプリ、実用ソフトウェアその他たく

さんのソフトウェア製品を開発しています。 

•	 レイトマジョリティ - enterprise software architects 

どのように dApps と他の開発者たちが Bluzelle を利用するかを見た上で、彼らのデー

タストレージを Bluzelle に移動させる必要性を検討する大企業。 

 

7.2. 重点的な地域 
オフィスがシンガポールとバンクーバーにあることから、Bluzelle は dApps とブロックチェ

ーンにおいて二つの最大の地域(アメリカ合衆国/カナダとアジア)で成長できるというユニーク

なポジションにいます。 

 

中国から韓国、そして日本から東南アジアという地域は、ブロックチェーンコミュニティーの

急成長の拠点となります。これらの地域のスタートアップは、効率的でコストの低いサービス
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を求めており、東南アジアの主要な都市は高い経済成長を実現しています。彼らは伝統的なク

ライアント・サーバー構造のシステムを、未来のために構築された革新的で拡張性の高いソリ

ューションへと飛躍させます。 
  

“近い将来、アジア太平洋地域ではクラウドデータベースと DBaaS ソリューションを積極的に採用する

予定だ。これは基本的に、小規模、中規模、大規模企業の注目が高まり、テクノロジーへの投資を通じ

て効率性と生産性の向上を目指していることが要因となっている。" TMR Research Cloud Database 

and Database as a Service (DBaaS) Market, 2017-2025 

 
Bluzelle はカナダのバンクーバーに R&D センターを持っています。カナダやアメリカにいる

ことは、シアトルやポートランド、サンフランシスコやシリコンバレーの成長しているブロッ

クチェーンコミュニティやビジネス全体に製品を提供でき、Bluzelle に戦略的なポジションを

もたらします。Bluzelle の創業者やアドバイザー、投資家はシリコンバレーで働いた経験を持

ち、それらのネットワークと強固なコネクションを持っています。 
これらの地域はまだスタート地点です。Bluzelle はあらゆる場所の開発者のニーズにこたえる

グローバル製品なのです。 
 
7.3. Bluzelle 開発者コミュニティ 
最初の Bluzelle のリリースは 2018 年の 4 月を予定しており、私たちは開発者コミュティをつ

くりはじめています。オンラインでエンゲージメントでき、技術に熱いソフトウェア開発者へ

サービス提供することは、私たちの製品をより早く、良く提供することを実現します。 

早い段階で、私たちは製品に対してのフィードバックを受け、生産者と消費者双方のエコシス

テムを構築していきます。 

 

オンラインのコミュティサイト運営、ハッカソンやミートアップの開催など、コミュニティを

構築、発展させていきます。テクノロジー企業として Bluzelle の社員は、ターゲットセグメン

トとなる多くの友達たちや仲間のネットワークを持っています。前のセクションで言及したよ

うに, アジアやアメリカ、カナダの大都市の開発者に対してリーチしていきます。
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8. Bluzelle のエコシステム  
Bluzelle を消費者の手に届ける機会は多くあります。鍵となるのは、あらゆるテクノロジーを

統合した健全なエコシステムを構築することです。 

 
8.1. 開発者のマーケットプレイス 
Bluzelle は一流のソフトウェア開発エコシステムと、収益を共有するチャネルパートナーシッ

プを構築することを目指しています。有名な例としては Heroku, AWS Elastic Beanstalk, 

Redhat OpenShift, Google App Engine, Microsoft Azure が含まれます。このように、今ま

でのクラウドデータベースが提供してきたのと同じくらい簡単に、開発者はポイント＆クリッ

クで迅速に Bluzelle の分散型データベースを使うことができます。 

 
8.2. 開発者の環境 
Bluzelle は、dApps 開発者がいつでも簡単にゲームや企業向けアプリケーションなどの開発に

必要なデータベース環境を使えるようにすべく、Android Studio, Apple XCode, Microsoft 

Xamarin & Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Unity3D, PhoneGap, Ionic などとプラグインで

の開発環境の提供を目指しています。 

 
8.3. ブロックチェーン 
Bluzelle のエコシステムの中で、ブロックチェーンは大きな役割を果たしています。 スマート

コントラクトは Ethereum だけでなく、他の Hyperledger などのブロックチェーンプロトコ

ルでも Bluzelle のデータベースサービスを展開予定です。 

 
8.4. オペレーティングシステムとブラウザツール 
それがデスクトップで走る GUI であろうと、ブラウザーのプラグインであろうと、開発者がデ

ータを迅速に保存し、取り出せるようにオペレーティングシステムとブラウザツールは機能し

ます。
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9.  Bluzelle トークン  
Bluzelle は二つのトークンを備えています: 

 
• Ethereum ERC-20 トークン: BLZ 

外部のネットワークと交換可能なトークンであり、Bluzelle ネイティブトークン (BNT) 

と Ethereum のネイティブ ETH トークンとの橋渡しをします。 

• Bluzelle ネットワークトークン: BNT 

Bluzelle の消費者が支払いをし、生産者が獲得することが出来る、Bluzelle の暗号化経済

圏におけるユーティリティートークンです。 

 

内部トークンが必要なのは、データベースのトランザクション要求を満たす上で ERC-20 では

低速かつ高額であるからです。 BLZ ERC-20 外部トークンは、顧客が簡単に Bluzelle のサー

ビスを利用するため外部ネットワークと接続し、入手を容易にするために存在します。BNT は

高速でリアルタイム、ゼロコストにてデータベースのトランザクションを実現するために存在

します。Bluzelle のトークンゲイトウェイにて、BLZ と BNT は交換出来ます。パブリックセ

ールにおいては、BLZ トークンが売り出されることになります。 

 

ネットワークへの新たな参加者が消費者としてサービスを利用したい場合は、BNT トークンを

取得する必要があります。基本的な方法は次の通りです。 

 

1. 交換所が認める ETH、BTC または他の暗号通貨を利用して、BLZ を購入 

2. BLZ を Ethereum の Bluzelle トークンゲートウェイのスマートコントラクトに送り、ゲ
ートウェイは BNT をユーザーの Bluzelle ネットワークウォレットに発行 

3. ユーザーは BNT を入手し、消費者として自由にネットワークに参加
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生産者が BNT トークンを引き出したい場合の手順は次の通りです。 
 

1. BNT を Bluzelle ゲートウェイに送付 

2. ゲートウェイは BNT を 1 対 1 の比率で BLZ に変換し、BLZ を生産者の登録済み

Ethereum ウォレットへ送付 

3. 生産者は BLZ を Ethereum ネットワーク上で自由に取引可能
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10. 収益モデル  
BLZ と BNT のゲートウェイは、その両方向のトラザクションに対して手数料を課金します。

料金は BLZ で課金され、Bluzelle が所有する特別な Ethereum ウォレットに送られます。 そ

れらのモデルは最初に規定され、エコシステムは完全に非中央集権化されつつも、Bluzelle が

ネットワークとそのサービスを改善、革新し続けるための収益をもたらします。 

 
次の二つは典型的なシナリオです 

• ユーザーはサービスを利用するために BNT が必要 

1. ユーザーは 100 BLZ を BLZ スマートコントラクトへ送付 

2. 0.1 BLZ が 100 BLZ から引かれ、Bluzelle Ethereum ウォレットに 払い戻し

不可の手数料として送付 

3. 残りの 99.9 BLZ が BNT に交換され、ユーザーの BNT Bluzelle ネイティブウォ
レットに入金 

• BNT を BLZ に交換したいユーザー 

1. ユーザーは 100 BNT を BNT ゲートウェイに送付 

2. BNT は BLZ と 1 対 1 のレートで変換され、100 BLZ から手数料の 0.1 BLZ が

Bluzelle Ethereum ウォレットに払い戻し不可の手数料として送付 

3. 残りの 99.9 BLZ がユーザーの Ethereum ウォレットに送付 
価格は常に動的に計算され、100%確定的なものではありません。価格が最大値に近づいてき

た場合、ネットワークは自動で Swarm とノードの分散数を調整し、平均のトレンドに収まる

まで Bluzelle によって裏付けられます。 
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11. テクノロジーの概要  
このセクションでは Bluzelle のテクノロジー構造の概要を説明します。詳細は、テクノロジー

ホワイトペーパーを参照してください。. 

 
 
11.1. データベース 101 - CRUD API 
CRUD はデータベースと永続的ストレージに関する 4 つの基本機能 “作成(create), 読み取り

(read), 更新(update), 削除(delete)”の略です。CRUD はリレーショナルデータベースの機能、

作成、読み取り、更新、削除のそれぞれに対応する SQL と HTTP メソッドをカバーします。 

 
ユーザーが自身で選択したパスワードも必要で、このパスワードを保護し、後から利用できる

ようにするのはユーザーの責任です。キーの値ペアに保存された全てのデータは暗号化され、

AES 256 の対称な鍵暗号化の初期化ベクトルとして使用されます。このパスワードはローカル

において利用され、いかなる形や姿でもネットワーク上を移動することはありません。 
 
11.2. シャーディング 
シャード(Shard)は“可用性の高い複製データ用システム(System for Highly Available 

Replicated Data)”の略です。大規模なデータベースは、サイズやメモリの制約があるため、扱

いにくいことがよくあります。ロジックによってデータベースを分割することで、データベー

スの操作がより簡単になります。 

 
ロジカルシャードは Bluzelle の最小単位であり、全て同じ分割鍵を共有する個々のデータ単位

を含みます。分割鍵は、情報を取り出すためにシャードにアクセスできるようにする固有の識

別子です。Bluzelle では、分割鍵により dApp が正しい Leaf Swarm からデータを効率的に保

存および検索することができます。Bluzelle では、Leaf Swarm にロジカルシャードのグルー

プが保存され、またそれらが再融合することで Bluzelle データベース全体を構成します。 
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11.3. Jump Consistent Hashing 
Jump Consistent Hashing(JCH)は、Google の John Lamping と Eric Veach によるホワイ

トペーパーではじめて説明されました。C++のような言語、つまり約 5 行のコードしか必要と

しないという洗練されたアルゴリズムです。JCH にはステートマシーンが無いため、ストレー

ジが不要です。そしてそれは、メモリー内を検索しないアルゴリズムなのではるかに高速なの

です。 

 
Bluzelle は JCH を使って、鍵から(NoSQL 表でのキー値ペア)から鍵が複製され格納されてい

るSwarmの IDをマッピングします。その IDを起点に、特定のSwarmが動いていなかったと

しても、Bluzelle は Kademlia ハッシュを利用して Swarm にたどり着くことができます。 

 
11.4. Kademlia Hashing 
Kademlia は典型的な"peer-to-peer "分散ハッシュ表の高度な形式であり、ビット単位の XOR

関数の対称的および幾何学的な特性を特に利用する形で構成されています。Bluzelle は、

Kademlia のハッシュを使用して、ノードがネットワーク上の他のすべての Swarmを効率的に

知ることを可能にします。ネットワーク上の各ノードは、Kademlia 独自形式の”フィンガーテ

ーブル”を利用して、ネットワーク上の Leaf Swarm の総数を n とすると、O(log(n))に達する

方法に関する情報のみを知る必要があります。これは、ネットワークがどのくらいの大きさに

なっても、O(log(n))データを保存するだけで、すべてのノードが O(log(n))回数試行内にすべ

ての Leaf Swarm に到達できることを意味します。その結果、Bluzelle は指数関数的な成長を

処理することができるのです。 
 
11.5. 部分複製 
部分複製は、ネットワーク内のすべてのノードにデータのコピーがあるわけではなく、そのデ

ータに委任された Leaf Swarm 内のノードのみがデータのコピーを複製することを意味しま

す。これは Bluzelle と従来の”ブロックチェーン”の主な違いの 1 つです。ブロックチェーン

は、あらゆるトランザクションやブロックが 100％複製されるため、遅くスケールせず、 
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ネットワークの垂直方向への拡大を制限しています。Bluzelle は設計上、ノードの戦略的なサ

ブセット間にのみデータを保存し、データが常に利用可能で地理的に分散して保有することの

メリットを保証できるに十分な設計を行っています。ネットワーク内のすべての Swarm の中

の 1 つの Swarm だけが特定のデータを複製するために、部分複製は存在します。これと比較

できる興味深い現技術は、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）です。 

 
 
11.6. 負荷調整 
複数の物理ノードにロジカルシャードを保存する利点はその早さにあります。同じデータに、

様々な地理的環境で異なるハードウェアリソースを介してアクセス可能にすることにより、シ

ステムは任意に与えられた瞬間に、一番コストが低い近くのノードから負荷調整されたクエリ

ーを得ることができる。これによって Bluzelle は動的にクエリーを実行し可能な限り効率的な

方法でデータを所得し、複数のノードに渡る共有リソースの使用を最大化できる。 

 
 
11.7. 冗長性 
複製されたデータは独自のインフラで異なるノードに保存されるため、単一ノード障害やシャ

ードの損失の影響が大幅に減ります。このミラーリングの方法により、どんな単一障害点もな

くデータの可用性を効率的に確保する役割を果たします。 

 
11.8. 合意形成 
Bluzelle は、ネットワーク全体で行うという概念を持つブロックチェーンとは違い、独自の合

意形成を行います。ネットワーク全体に単一の状態が必要でなくなるので、Bluzelle は独自の

合意形成アルゴリズムを Swarm レベルに適用し、データの断片を保存するノードの Leaf 

Swarm が、ローカルで合意形成を行います。
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合意形成されたSwarmは他のSwarmとインタラクションし、一連のデータを確実に保存する

単一でそれ以上分割不可能な最小単位のユニットとして顧客に映ります。その Leaf Swarm の

どのノードも、データに関する要求を正確に処理できます。 

 
11.9. カルマ 
Bluzelle の各生産者は、ファーミングノードとしてネットワーク上の一つ以上のノードを実行

することが出来ます。そのような生産者は、Ethereum アドレスをそれらを識別する鍵として

使用します。この識別子はファーマー固有のもので、Ethereum アドレスと 1 対 1 で対応して

います。生産者はまた"カルマ・インデックス(Karma Index)”という生産者がどのように振る舞

っているかを決めるスコアを持ちます。カルマインデックスは生産者の活動や判断で、意図的

であるかどうか、自律的であるかどうかに関わらず上下し、生産者が取り扱う全てのノードに

反映されます。そのようなノードの誤作動が起きた場合、カルマインデックスは低下し、生産

者の全てのノードの適用されます。さらにファーマーはノードの数に比例し、カルマインデッ

クスに反比例する形で、ステーク(BNT トークン)を拠出する必要があります。 

 
 
11.10. シビルアタック 
Bitcoinのような一部のブロックチェーンネットワークでは、誰でも自分のノードをネットワー

クに追加できます。それは、悪意ある組織が非常に多くのノードを追加してネットワークを不

均衡に制御し、乗っ取る可能性があるという考えをもたらします。これをシビルアタックと呼

び、Bitcoin と Ethereum はシビル攻撃を排除するために Proof of Work 通じてノードへの参

加のハードルを高くしています。 

 
Bluzelle はシビル攻撃を防ぐためのいくつかの方法を採用しているので、悪意ある人物を捕ま

えるとブラックリストに載せられ、経済的に罰を受けてネットワークから完全に削除される可

能性があります。これらのアンチシビル攻撃の方法は: 
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• ネットワークに参加するには、生産者は BNT ステークを出す必要がありこのステークは参

加の条件として、また悪い振る舞いへの経済的抑止として役立ちます 
• Kademlia 分散型ハッシュテーブルは、メッセージの冗長性と XOR 距離関数に依存するた

め使われます。隣人が選ばれ、アンチシビルを検証するためにメッセージが意図したノー

ドの複数の隣接ノードに送られます。Swarm の場所を誤ったノードは体系的に追跡され捕

捉されます 
• CRUD 機能のための Swarm への要求は、同じ Swarm 内の複数のノードが全て要求を実行

する冗長性と共に行われます。特定の取引を実行するために選択された複数のノードが、悪

い振る舞いをし、一貫性のあるデータを配信するということは統計的に考えにくいです 
• Swarm のメンバーシップはネットワークによって決定され、ノードによって選択すること

はできません。これは、どの Swarmにおいても、シビルアタッカーが nノードに参加する

ことや偽造されたnノードが、クリティカルマスのメンバーシップを得ることがないという

ことを意味します 
• ノードは、Proof of Storage テストに参加するための要求を行うことが出来ます。このテス

トはランダムなネットワークによって主導されても、消費者が直接消費者とターゲットノー

ドに対して、ノードに正しいデータがあることを証明するように求めることが出来ます 

 
11.11. ビザンチン将軍問題 
ビザンチン障害から守る一つの方法は、情報が無い場合の既定対処法を理解することです。 

Bluzelle では、もし誤解を招く、壊れた、または一貫性のない情報が検出された場合に既定対

処は何もおこなわないということです。Swarm に対して作られた CRUD の上記の要求の冗長

性のおかげで、意図的であろうとなかろうと、不一致なものが捕まるのです。いずれの場合に

も、Bluzelle ノードは取引を無視して何もしないように指示されるのです。適切な資格とチェ

ックサムを持つ取引のみが、受け入れられ処理されます。このように、Bluzelle はビザンチン

将軍問題に耐性があるよう設計されています。  
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12. 会社 - 体制, チーム, 投資家, アドバイザー  
Bluzelle Platform Pte. Ltd はシンガポールの会社です。シンガポールは、ビジネスの成長を

支えるブロックチェーンイノベーションと規制を促進する管理の行き届いたエコシステムとし

て選ばれています。 

 
 
12.1. チーム 
Bluzelle は 10 人のチームであり、コンピューターサイエンス、AI、認知科学、ブロックチェー

ン、セキュリティ、ネットワークなどのバックグラウンドを持つトップエンジニアを中心に構成

されています。メンバーの一部は以下の通りです。 

 

 
Pavel Bains, CEO/Co-Founder ‒ Pavel は、オペレーション、デジタル業界そしてファイナン

スにおいて 15 年以上の経験を持ちます。UCLA の NCAA 学生名誉選手でもあった Pavel は、

ドリームワークス、ワーナーブラザーズ、ピーナッツなどの有名なタイトルを出版したデジタ

ルブックのプラットフォームである Storypanda の共同創設者でもありました。また Pavel は

ゲームスタジオにおいて、4 つの大陸の 7 つのディズニースタジオ、350 人の人員と 1 億

5,000 万ドルの予算を管理する General Manager であり CFO を歴任しました 

 
Neeraj Murarka, CTO/Co-Founder ‒ Neerai は、20 年以上の経験をもつエンジニア、シス

テムアーキテクトです。Neeraj は Google、IBM、Hewlett Packard、Lufthansa、Thales 

Avionics で働いた経験を持ち、そのうちのいくつかのプロジェクトは小売市場向けのAndroid 

OSの修正やマルチキャストUDP衛星ベースシステム開発、セキュアでFFA承認のエアバス、
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ボーイング向けのシステム開発などが含まれます。また Neeraj は買収されたブロックチェー

ンのスタートアップである Zero Block の 4 人目の従業員でした 
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12.2. 初期投資家 
Bluzelle はベンチャーキャピタル企業から資金調達を行い、データベースの開発を開始し、採

用を行い、トークンセールの準備を進めています。 

 

12.3. アドバイザー 
Bluzelle はビジネスを成長へと導くためにアドバイザーを集めました。彼らは Facebook や

PayPal, LinkedIn などテクノロジー業界に貢献した影響力のある人物です。 

   

 
12.4. コーポレートガバナンス、コンプライアンス、法律 
Bluzelle は透明性のある事業運営のための高い基準を維持していると考えています。私たちは

これらの基準が満たされていることを証明するために、法律及び会計上の一流の専門家グルー

プを作りました。 

 
OrionW - シンガポールの法律顧問 

Bryan Cave - 香港と米国の法律顧問 

PriceWaterHouseCooper - コーポレートガバナンス、企業戦略、税務顧問 
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13. ロードマップ 
Bluzelle のロードマップは、最小限の実行可能製品 (MVP)と MVP 後の製品のリリースの二つ

のフェーズに分けられます。（それぞれ物理学者にちなんで名がつけられました）。 

 
 

Calendar Release 
Name 

Features 

2018 年 4 月 MVP 

(Minimum 

Viable 

Product) 

NoSQL キー値ペア, Bluzelle Harvesting Agent, Leaf 

Swarm, 合意形成, 水平分割, Consistent Hashing, CRUD 

API, Bluzelle トークン化, ERC-20 トークンゲートウェイ, 

バージョニングとバックアップ, ダイナスティキー  

2018 年 8 月 Kepler PaaS integrations, IDE プラグインとインテグレーション, ブ

ロックチェーンスマートコントラクト, インタラクティブアク

セス, レガシーデータベースからのインポートとエクスポート, 

ノードスコアリングと健全値 

2018 年 12 月 Einstein NoSQL ドキュメント, NoSQL ドキュメントコレクション, NoSQL

ドキュメントコレクションインデックス, NoSQL ドキュメントコレ

クション分割, グローバル CRUD オペレーションズ, バッチ CRUD

オペレーションズ 

2019 年 4 月 Leibniz Proof of Storage メルケルチャレンジと報酬, ファーマー

に要求する proof of stake, 変動 CRUD 要求価格設定, エ

ッジキャッシング, 平行性とホットスポットのサポート, 

Spartacus attack 耐性 

2019 年 8 月 Archimedes 垂直分割, 2D 分割, 変動コスト, シビルアタック耐性, 削除可逆
性, proof of redundancy 



25 

 

 

2019 年 12 月 Turing コラム保存, S/Kademlia 改善, Honest Geppetto 攻撃耐性, リバ

ース HTTP トンネリング, 複数暗号化, 複雑なバイナリーストレー

ジのサポート 

 
 

 


