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問題：自分のアイデンティティを所

有していない。 

インターネットが世界中で増殖するように、それはほとんどあらゆる範囲の

人間の日常生活の本質的な要素になる。インターネットは、従来の国境に

よって制限されていない、本質的にデジタル、国際的、指数的、技術的ネッ

トワークです。ペーパーからのデジタル計算およびインターネットへの転位    

1.0iそして 2.0ii 近の近代史の も根本的な変化の偉大さ。今日、ほとんど

すべてがデジタル化、コンピューティング、ブロックチェーンの開発は多くの

人がインターネットを可能にすると考えられています 3.0.iii 

但し、他の範囲の進歩そして中断にもかかわらず、私達が今日頼るアイデ

ンティティ システムは現在紙ベースである、国家主導の政府のアイデンティ

ティ・システムであり、インターネット 3.0 の力を活用していません。多くの

人々が現在頼りにしています—または現代技術の欠如のためにアイデンテ

ィティシステムから除外されているインフラ.iv 

 

ほとんどのアイデンティティ システムは中央に、他のシステムに統合しなか

ったりまたはリンク、そして資格賦与および力の場所に置かないアイデンテ

ィティの所有者を計画され、管理され。これらのシステムはプライバシーの

非能率、データ漏出、脅威、損失および個人情報漏洩をもたらすvどのよう

な種類の財政勘定もなく数十億を残している.vi 

 

多くの中心にされたアイデンティティ システムに非常に深刻な安全保障問

題がある.vii 近の分点データは 1 億 4300 万の個人の個人的なデータが

質問に脆弱性どこに感度が高いデータの大きい中心にされたセットの収集

の継続的だった練習妥協されたハイライト中心にされたデータベースおよ

び呼出しのであるかもしれないか破る.viii 場合によっては、全体の国の市民

(スウェーデンix) 可能性としては破裂的に個人的なデータ違反に苦しんだ。

その代りに違反は頻繁に切れ刻むか、または他の悪意のある努力の結果と

してデータへの不正アクセスを防護するために適切な安全装置がある なか

なかで起こらないが.x 



 5 

 

現在のアイデンティティ システムは主としての巧妙なアイデンティティ シス

テムのための基本条件提供しなかった: アイデンティティの所有者への保

証、プライバシー、所有権、アクセス、保護、インターオペラビリティ、または

つながれたデータ可搬性。 

 

「現在のアイデンティティ システムはフィンテックの革新を限って、また金融

サービスおよび社会の有効なサービス提供より広くしっかり止める。 デジタ

ル アイデンティティはアイデンティティ システムの次のステップとして広く確

認される」。 – WEFxi 

 

伝統的な集中アイデンティティシステムの失敗は明らかです。個人が彼ら

のアイデンティティの所有権を保つことを保障してが、私達の展開の全体

的な社会のための支持できるデジタル アイデンティティ モデルの開発は今

必要である。 

 

背景情報 

アイデンティティ取引における締約国 

アイデンティティ トランザクションに普通 3 つの党がある; アイデンティティ所

有者（IO）（個人または会社など）、アイデンティティクレーム発行者（CI）ま

たは第三者（公証人の公証人または公平のような）（RP）（銀行、仲介業者

または他の金融機関など）を含むことができる。O には、1 つまたは複数の

ID クレーム（IC）があります（たとえば、「私の名前は John H. Smith」または

「1975 年 1 月 1 日に生まれました」など）。これらのクレームは、第三者に証

明または確認され、IO は、信頼できる当事者の製品およびサービス（銀行

口座の開設など）にアクセスするために、検証されたクレームを信頼当事者

と共有することができます。 
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例として、個人（IO）は、彼らが米国人（クレーム）であり、彼らが米国のパス

ポート（証拠）を有し、彼らが送信している電子コピーが オリジナルの真正

なコピーを証明しています。これは、公証人からの証明書を受け取り、証明

された請求となる電子的な身元証明請求です。 検証されたクレームは、デ

ジタルアイデンティティの未来です。 

これらの党すべては現在のペーパー運転され、中心にされたアイデンティ

ティ システムと戦い、デジタル化された、分散させていたアイデンティティ シ

ステムから寄与する。  

集中管理されるアイデンティティシステムの制限： 

1) セキュリティおよびその他のリスクほとんどのアイデンティティシステムは、

何百万（または何十億）の ID レコードを含む大きな集中データベース

を持っています。 これらの集中データベースは、サイズが大きいため、

ハッカーにとって高価値のターゲットです。それらが含んでいるアイデ

ンティティデータは、盗みや使用が比較的容易です.xii 巧妙な違反のた

めの報酬がそのデータベースに保持されるアイデンティティーの数と指

数関数に基づいて増加するで, データベースが大きくなるにつれて、攻

撃に対して脆弱になります。なお、単一の大きいデータベースは頻繁

に（多数の、区分された、分散させていたデータベースに対して）失敗

の一点を意味する。  

中心にされたアイデンティティ システムは通常単一党によって管理され、

その党はそしてデータベースにアクセスし、データベースをさらにもっと

傷つきやすくさせるデータ違反にデータを-頻繁に十分な安全装置お

よび手落ちなしで–処理するのに第三者プロセッサを使用する。オペレ

IDシステムの構造 
1 ユーザーは第三者に一組の属

性を示唆 2 第三者は属性を確認し、アイデンティ

ティの提供者になる属性にユーザーのた

めに証言を付ける 

3 ユーザーは RPsを用いるトランザクショ

ンでそれからアイデンティティの提供者

からの信任状を使用する 

世界経済フォーラム | 2016年 
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ータが信頼できて、中心にされたアイデンティティ システムは承認され

たアクセスを用いる三番目の党を通して傷つきやすい。個々のアイデン

ティティ文書は、闇市場で容易に販売される貴重な商品です。盗まれ

た身元データの購入者は、この情報を使用して、無実の身元所有者の

名前を使用して詐欺やその他の犯罪を行うことができます。明白な損

害の盗難以外に、アイデンティティ所有者の盗難にもかかわらず、その

ような違反は、中央データベースのオペレータにとって重大な負債を生

み出します。 

制限付きアクセス 

これらの中心にされたデータベースへの不正アクセスを試み、防ぐために、

データへのアクセスはオペレータによって制限される。ただし、これにより、

ID所有者が自分のデータにアクセスできなくなることがよくあります。xiii オペ

レータがデータへのアクセスを許可しない場合、xivそのデータはアイデンテ

ィティ所有者の利益にリンクすることはできません。 リンクされたデータは、

デジタルアイデンティティの重要な要素です, データをリンクすることは、ア

イデンティティの所有者がデータ間のリンクされた関係を作成することがで

きることを意味します。 

データをリンクすることは、技術的に困難な作業ではありません。実際、これ

らの技術は現在広く普及しています。 

リンクされたデータをサポートする主要な技術は、URI（エンティティを識別

する方法）です。HTTP （資源を取り出すための簡単でしかし普遍的なメカ

ニズム）; そして RDF （構成するべきおよびリンク データの一般的なグラフ 

ベースのデータ モデル）.xv これらのテクノロジは長年にわたって存在して

いますが、個人の ID 所有者はリンクされたデータの恩恵を受けることはで

きません。中心にされたデータベースの使用によってもたらされる技術的な

限定およびセキュリティ上の問題に加えてアイデンティティ データの単一の

大きいデータベース オペレータのいくつかの商社がある。 

独占 

地球上のすべての人のアイデンティティデータを含むデータベースを持つ

単一の営利目的の組織があった場合、それは独占として作動し、それへの
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アクセスのための高い値段を満たせたデータ。なお、オペレータが牽引を

得たら、「ネットワーク効果」はネットワークに効果的にユーザーを締める。こ

れは、それから、新市場の関係者のために重要な参入障壁を作り出す。競

争圧力がない時、独占的な価格設定と減られた革新は多分生る.xvi 

データ保護への準拠 

アイデンティティのための大規模でグローバルに集中化されたデータベー

スは、データプライバシーとデータ保護の法律に違反する可能性もありま

す.xvii 

国民および超国家的なデータ保護の法律はそうしなければ個人的なデー

タを重い金融罰および可能な投獄の下の脅威できるだけ安全保つために

データ コントローラーによって設置される方針およびプロシージャを保障す

るように設計されている。ただし、これらの法律は各管轄区ごとに異なり、遵

守基準は非常に異なります。 近年、データ輸出規制を採用している管轄区

域への傾向が高まっている。例えば、「EU は、米国のプライバシーに関す

る法律が EU の妥当性要件を満たしていないとみなしているxviii”.それに答

えて、「プライバシー盾」のフレームワークにもしばらくある特定の会社だけ

EU から米にデータを移す資格がある。これは、これらの厄介で潜在的に高

価なコンプライアンス要件を満たすことができない新興企業の参入障壁で

ある。この問題を複雑にするために、「プライバシーシールド」の枠組みは、

欧州司法裁判所が不十分とみなした「安全な港湾」メカニズムに代わって

から 18 カ月以内にすでに脅威にさらされています。 

ほとんどのデータ保護の法律への本部はユーザーの承諾の概念である。 

これは個人によって普通それらがカチカチ ボックスか同じようなメカニズム

を通して個人的なデータを提供する時与えられる。   しかし、個人が既存の

アイデンティティ管理プロセスの震源地にいるわけではないため、同法に基

づく権利を譲り渡すことはできないが、時間の経過とともに同意を得たり、同

意を追跡したりすることは容易ではない。 ますますデータ保護は、これらの

問題を克服するための動的同意メカニズムを必要としますが、紙ベースの

大部分の同意モデルではこれを達成することは困難です。 
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近年、FATCA の導入、共通報告基準（共通の報告の標準）およびその他

の国際的なデータ共有契約により、いくつかの異なる管轄地域の規制当局

間で国際的なデータ共有制度が大幅に増加しています。これらの共有契

約の多くは、国家データプライバシー法の下でのデータ主体の同意要件か

らも免除されるため、データを共有する前に個人の個人所有者の同意は必

要ありません。アイデンティティデータが定期的にボーダーを交差させるセ

クターの 1 つは取消機関の間で共有される金融サービスとデータ定期的に

含んでいる KYC プロセスによって得られるアイデンティティーデータをある。 

KYC の規制要件 

KYC の法律は国民であり、規模で国際、依存の巨大で、多様なグループを

表して（限定なしで）次を含んでパーティを楽しむ: 硬貨交換、fintech の開

始、お金の送信機、不動産会社および代理人、貴金属のディーラーまたは

貯蔵設備、受託者、団体のサービス・プロバイダ、貸方、銀行、証券会社、

弁護士、会計士、非営利基礎、専門のサービスプロバイダ、公証人、政府、

保険業者、再保険会社、金融機関および一般にお金か財政で対処する法

的主体または自然人。 

KYC は KYC の法律に従う失敗のためのローカルおよび国際機関によって

課されて市民か刑事制裁が、必須選択ではない。 残念ながら、多くの個人

そして大きい株式会社への小さい開始会社から、また依存党 KYC 承諾の

ために高く、苦痛な現実はある。 

依拠当事者のために - KYC は高価で時間がかかる。 KYC コンプライアン

スの年間平均経費は、平均銀行の場合 6,000 万米ドルですが、他の国の

場合は 5 億米ドルまでです。xix 新の ID データに迅速かつ容易にアクセ

スしたり、データを検証したり、規制要件を満たすためにそれをスクリーニン

グすることができないため、このコストは必然的に高くなります。 したがって、

依拠当事者はアイデンティティ所有者に新しい要求を送信し、すべてのア

イデンティティ所有者を「ブランクキャンバス」として扱い、完全に堅牢な

KYC プロセスを通じてそれらを強制しなければなりません。 

KYC の確認の点検を行うために費やされる 1 つの依存党による時間そして

努力は再使用されるか、またはリサイクルすることができないし、未来の要
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求でてこ入れされない。アイデンティティの所有者がサービスプロバイダを

変えることにすればこれらの同じ点検は新しい依存党によって完了する必

要がある。アイデンティティデータは新しいサービスプロバイダに「移植」さ

れず、複数のプロバイダによって保持されます。その多くは、もはや顧客ま

たは顧客ではなくなった個人のために、重複しているが高度に機密性の高

い ID データを保持します。この手続きに伴う高コストは、サービスプロバイ

ダーを変更して競争の激しい環境に陥り、身元の所有者、新興企業の創

業者、イノベーションを損なう障壁となり、個人の個人情報盗難のリスクを増

大させます。さらに、政府が発行した身分証明書がない人は、KYC 規則を

遵守できないため、商業から完全に除外されています。確かに善意ではあ

るが、KYC の規制は合法的な市場xx参加者を容易に排除し、国際取引を

遅らせることができる。この問題は迎合的な方法のボーダーを渡ってつな

がるある KYC データのための方法があったら再使用し、容易に左舷に取っ

た容易に解決してもよい。 

ソリューション： "セルフキー"自己

主権デジタルアイデンティティエコ

システム 

私達の考えは簡単である: そのユーザーは彼らのアイデンティティ管理プロ

セス、自己主権アイデンティティ（SSID）として知られている概念の中心にあ

るべきである。 私達は紙ベース文書のレガシー システムから脱出し、セル

フキーのとのプライバシー、保証、透明物および個人の権利のデジタル ア

イデンティティに動いてもいいブロックチェーンテクノロジを使用して構築さ

れた SSID 実装で、対応する鍵はデジタルアイデンティティウォレットに保持

されます。 

セルフキーは、以下を含むいくつかの重要なコンポーネントで構成されるオ

ープンプラットフォーム上で構築されたアイデンティティシステムです。セル

フキー財団、チャーターとガバナンスが自己主権的アイデンティティーの原

則を裏付ける非営利団体、アイデンティティの所有者のための自由な、開
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いた源のアイデンティティの札入れが付いている技術の積み重ね、KYC の

法律および規則に従う第三者のアイデンティティのマイクロ サービスへの

進水、JSON-LD の（機械可読）議定書、関係、および天然トークンで利用

できる実質の製品とサービスが付いている市場は有効な、完全デジタルの、

自己主権方法の交換価値そして情報にセルフキーの生態系を可能にする

「キー」を呼んだ。 

発売xxi時に入手可能な製品:  

• ビット硬貨およびデジタル資産はサインアップを交換する 

• 不動産アプリケーションへの投資による市民権 

• 会社設立（株式、財団、LLC およびトラストによって制限される会社

を含む） 

• 銀行口座の紹介と申請 

• 100 ヶ国以上のための在住の塗布 

• E -札入れか貯えられた価値設備 

• 金および貴金属保管 

• 保険アプリケーション 

• 送金と送金 

有形実用性をアイデンティティの所有者の主トークンに提供して、頼って間、

現実の世界の製品とサービスを通して、発行人をセルフキー克服する中心

にされたアイデンティティ システムの限定をパーティを楽しみ、要求する、

助けは広範囲の国民のデータ保護の法律および KYC の規則の承諾を達

成し、個人–アイデンティティの所有者にアイデンティティ データの所有権

そして制御を戻す。 

セルフキーは、アイデンティティ取引をより安全かつプライベートかつ効率

的にしながら、今日のさまざまな法律や規制に準拠させます。しかし、セル

フキーは、デジタル署名された ID 要求の検証、データの 小化、個性の証

明、適切なガバナンス、ユーザー中心の ID システムを備えたより良い世界

への橋渡しをしています。この新しい世界では、ユーザーは偽りなくできる

よう、制御し、デジタルアイデンティティーを所有することになります。セルフ

キーは、セルフファウンデーションを通して、よく設計されたオープンソース
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テクノロジースタック、および透過的な法律とガバナンスのインフラストラクチ

ャを通して、検閲、公正、包括的、機敏、そしてリーンになるように設計され

ています。セルフキーは現時点では現実に、現代社会および全体的なイン

ターネットを展開する未来の必要性は、アイデンティティの人権で基本的な

自由を保障して満ちている。 

 

ブロックチェインは答えですか？ 

ブロックチェーンは、データをすべての参加者に同時に複製する分散元帳

です。 私たちのアイデンティティデータは、多数の参加企業（例えば、大手

銀行や政府）によって管理されているブロックチェーンに保存され複製され

るべきですか？ 

ブロックチェーン（単独）は答えではありませ

ん。 

すべての党へのすべてのアイデンティティ データを複製することは可能性としては

前のセクション、とりわけ個人的なデータを「国内」保つ条件でまたは指定司法権の

内で上で記述されているデータ保護の法律をさまざまな理由で破ることができる。 

なお会社が彼等のに関連しているビジネスおよび個人的なデータを貯えるように、

規則および 良実施は要求する、だけだけ顧客の承諾と。 

第三者 

セルフキ

ーの適用 
アイデンティティ

の所有者 

要求の発行人 公益事業会社 

ユーザーの装置で貯えられるア

イデンティティ データ 

認証機関 

第三者 

第三者 
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アイデンティティデータがすべてのブロックチェーンノードに複製されると、サイバ

ーセキュリティリスクが増加します。 中央のデータストアは（上述のように）セキュリテ

ィを確保するのが難しい。したがって、ブロック・チェインを使用して多数党へこのア

イデンティティデータを単なる複製することはきちんとこのデータを保証するために

鎖の各ノードを強制する。各構成には自身のサイバーの保証練習（そしてギャプ

が ）あるので、これは攻撃者がデータを盗む事ができるようにそれをもっと簡単に

する。個人データが暗号化されていても、暗号化されたデータは依然として個人デ

ータ規制を実行する可能性があるため、法的遵守の問題は解決しません.xxii 分散

させていた帳で握られたトランザクション記録からの個人を再確認するように努める

ように十分に動機を与えられただれでも多分他に利用できるデータベースからの

個人を再確認する資力がある。ブロック・ チェインの匿名の事実は一部ではありま

せん。「大きなデータ」時代では、強力な分析の技術はありません、これは個人的

なデータを記録するブロック・チェインの解決のための重大なコンプライアンス試験

である 個人的に確認可能な情報のようにあるマッチのデータベースに適用するこ

とができます。 

答えはなんですか? 

自己の主権デジタル アイデンティティの概念は私達が私達の非デジタル 

アイデンティティを今日貯え、管理する方法に類似している。 現在、私達の

ほとんどは私達の自身の制御の下で私達の家でパスポートのような身分証

明書をおよび出生証明書またはガス電気水道代–安全に、しっかり、保つ。 

私達は他の実体と必要なときだけそれらを共有する。 私達のほとんどは三

番目のこれらの重要な紙の文書（か不必要な個人情報を）党私達ほしいに

貯えない。セルフキーの自己主権アイデンティティは既に私達のほとんど

私達の物理的な身分証明書とするため何のデジタル等量である。 

セルフキーが個々のユーザーにどのように機能するか 

新しいユーザーは個人的な装置のセルフキーの札入れの塗布を単にダウンロード

する。 アイデンティティ データは装置で、局部的に貯えられる。 ユーザーは別の

装置または個人的なバックアップ解決にこの情報をバックアップできる。  

ユーザーがセルフキーの札入れをダウンロードするとき、空である。 これで貯えるこ

とをユーザーのニーズ 初の事は公共/プライベート キーの組（別名セルフキー）

をコンテナに詰める。 このセルフキーは文書にアイデンティティの所有者の独特な

デジタル署名を加えるのに使用することができるユーザーのデジタル「ペン」になる。  
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プライベート キーはアイデンティティの所有者にだけ知られているので、このデジタ

ル署名が適用した時はいつでも、党を機密そしてしっかり要求することに所有者の

アイデンティティを認証し、認可するのに役立つ（本人が姿を見せないで）。 

セルフキーは従来のユーザー名とパスワードを超えて大きなメリットをもたらします。 

各セルフキーは所有者に固有のものです。 ユーザ名とパスワードの組み合わせが

第三者のデータベースに保存されている場合、セルフキーユーザは決して自分の

秘密鍵を共有しません。これは常に秘密です。 しかし、ユーザは、公開鍵を安全

かつ自由に共有することができます。 

この段階では、一人ではないはセルフキー基礎これがユーザーの容器であるか、

またはセルフキー数があったことを知っていない。他のエンティティはそれを発行し

ておらず、それはユーザーによってのみ作成されたものです。 これはまさに自己主

権を意味するものです。ユーザーは、自己証明書とともにセルフキーを使用して、

公証人、政府機関などの関連する請求書発行者からのアテステーションを受け取

ることができるようになりました。ユーザーが自分のデジタルウォレットに格納されて

いる ID クレームを確認した後、セルフキーマーケットプレイスで商品とサービスを購

入する資格があります（詳細は下記参照）。 

セルフキーユーザーがセルフキーマーケットプレイスで利用可能な製品とサービス

を利用するためには、まず、ID クレームを作成する必要があります。これらの ID ク

レームはユーザーの属性（国籍、生年月日、職業など）で、テキストフィールド

（JSON-LD BLOB）に格納されます。手動でこれらのテキスト分野にデータをタイプ

するためにそれが取る時間を節約するため写真または文書のスキャンは救うことが

でき、光学式文字認識は自動的にプロセスを大いにもっと簡単にする情報を分析

する。これらのアイデンティティの証拠は従来の KYC のドキュメンタリーの条件に従

うためにただ必要とされる。  将来、セルフキーは私達がそれらを今日知っているよ

うに証言に除去する身分証明書をデジタル署名した。  

アイデンティティの要求が作成されたら、プロセスの次のステップはこれらの

要求の証言を受け取ることである。  証言はセルフキーの札入れで貯えるも

ことができる。 これらの証言はまたある特定の時間の窓の内で有効の場合

もある機械可読の、デジタル式に署名されたアイデンティティの要求である。 

公益事業会社、公証人、銀行、パスポート代理店、病院、運転免許証の権限、移

住のような要求の発行人か関係当局は、可能性としてはユーザーの要求に署名で

きる。これらの主張は、 低限の情報のみを開示する方法で署名することができま
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す。 言い換えると、アイデンティティの所有者は、要求側当事者が知る必要がある

ものを共有することができますが、それ以上のことはありません。

 

例えば、ユーザーは容易にそれらがある特定の国に存在することを証明で

きる。 または人はそれらが 18"にこの情報ことをより多くを明らかにしないで

あることを証明できるかもしれない。これらのアイデンティティ属性は無限で

あり、「プロの投資家」などのものも含めることができます。アイデンティティ

所有者は、どのピラミッドの情報を信頼する人に渡すかを選択することがで

きます。 アテストできるアイデンティティクレームのタイプはほぼ無限です。 

データはデバイスに保存されます（所有者の管理下にあり、現在は自宅や

オフィスに保管されています）。所有者が望む場合は、特定のデータを収

集するために第三者に承認することができます。前記装置上の通知を確認

することによってこれを行うことができる。 この経験は、フェイスブックアカウ

ントを「リンク」することによる認証に似ています。 

この類推は経験上似ているだけで、個人データを収集するためにフェイス

ブックのサーバーに行くのではなく、ユーザーが個人データストアから要求

を許可し、共有されるデータを細かく制御します。特定のインターネット企

業とは異なり、セルフキー財団は非営利団体です。 ユーザーデータの広

告や販売によって収益化はありません。 
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共有される必要があるデータの量を 小にすることはより安全アイデンティ

ティの提供者および依存党のための両方である。アイデンティティの所有

者は不必要なか感知可能データであるかもしれない情報を共有しないし、

–受け手はそれを貯える必要はない。これは、セキュリティと管轄の個人の

法律要件への準拠の両方に役立ちます。 

 

会社のセルフキーのしくみ 

前に述べられるように、アイデンティティの要求および証明された証拠は人

に限られなかったりまた会社に適用できる。会社はアイデンティティの札入

れからの起動文書を同様に管理できる。セルフキーに基本的な帽子のテ

ーブル管理があり、開始が銀行口座の開始のような現在厄介である事をす

るようにする基本的な企業管理を提供できる。当事者を新会社に頼る場合、

KYC は、特定の会社レベルで行うだけでなく、 終的な有益な所有者に達

するまで、エンティティの上の各所有レベルでの重要な株主に対しても行う

必要があります。この種のドキュメント検証は非常に面倒です。 さらに、複

数の子会社や関連会社を複数の国に持つ多くの企業にとって、これは、リ

ンクされた ID がマルチレベルの検証を提供し、国家的な集中システムが解

決できないものであれば、e-KYC の利点がより魅力的です。セルフキーを

使うと、会社は毎日変わることができるかどれが）認可するためにことができ

る容易に事伝統的に集中的で、証明すること困難アイデンティティの所有

者の時間であるおよび依存党を示す（多数所有権は、複雑な構造、資本化

のテーブル水平になる。  

自己の身分証明書管理 

「21歳以上！」 

「21歳以上！」 

写真 

高さ 

重量 

生年月日 

自宅住所 

目の色 

髪の色 

伝統的なアイデンティティ管理 
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クレーム発行者のためのセルフキーのしくみ 

何人かの会社があり、パーティを楽しむかかだれが依存による使用のため

のアイデンティティの所有者に代わる問題の（または出ることができる）要求

によってが全体的の施設。KYC 空間内では、このような有力企業の現実的

な例がある（現在紙文書を発行している）。 銀行（証明書を提出する者）お

よび会社登録簿（紙の書類を発行する者）。セルフキーは、依拠当事者が

喜んで支払うこれらの身分請求をデジタル化し収益化するために、今日使

用することができます。これはセルフキーの生態系の暗号化の補強を助け

る。クレーム発行者は、セルフキープラットフォームで完全にデジタル証明

書を発行することもできます。 この会社の所有者は、株式を登録するため

に使用された SelfKeys を保有していることを証明することによって、所有権

を即座に検証することができます.xxiii 

請求者を請求する 公益事業会社 

会社 IDの掛け布団 

ディレクター 

自己申請 コーポレート・セクレタ

リー 

CFO 

依存党  
（ビジネス、パー

トナー、等） 

株主総会 

第三者 

第三者 

第三者 

アイデンティティの所

有者 1 
アイデンティティ

の所有者 2 
アイデンティティ

の所有者 3 

身分証明書所有者アイデ

ンティティウォレット 

自己申請 

請求者を請求する 
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セルフキーネットワーク 

セルフキーネットワークはインターネットに安全な、暗号化された P2P、構造

化されたデータ ファイル共有のためのちょうどアイデンティティ システムより

多くである。セルフキーネットワークは次のパラグラフで探検される複数の

革新的な属性とそれに長期採用および成功のための もよいチャンスを与

えるように設計されている。 

財団 

まず第一に、このペーパーで前に記述されているように、それは単一の会

社のために維持不能アイデンティティ システムを制御するか、または支配

するためにである。したがって、ネットワークを支配するのではなく、特定の

核心的憲法原則（以下に述べる）を維持するための基盤が形成された。基

礎は自己主権アイデンティティの創設の原則を保護し、維持する。 

非営利のステータス 

セルフキー財団は、ネットワーク全体とネットワーク（KEY）を実行するネイテ

ィブトークンの成功を 優先にしています。基礎は非営利で、彼らの適用を

開発し、商業化するのにブロック・チェーンの技術の会社によって使用する

ことができる規定する砂場の立法から寄与するマリシャスでセットアップされ

る。セルフキー財団は、システム内を流れる ID データを販売したり、広告と

して提供したりしません。 ネットワーク内のすべての値は、ネイティブの KEY

トークンを使用したり、使用したりするように設計されています。 

セルフキーネットワークの重要な要素は、KEY と呼ばれるネイティブの

ERC-20 トークンです。これは、「自分自身を暗号化する鍵」を表します。こ

のトークンは、ネットワーク上の製品やサービスにアクセスするために使用

することができます。たとえば、KEY に参加する必要があり、参加、優れた

行動や使用を奨励するために使用され、価値のある価値のあるアイデンテ

ィティの自己強化暗号経済を可能にします。 より多くの個人と企業がネット

ワークに加わり、KEY の需要が増加しています。ネットワーク上の特定のア

クションは KEY の交換を必要とし、他の人は KEY をロックされた契約（ネッ
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トワークにアクセスし、反 Sybil メカニズムを介してスパムを防止する）に置く

ことを伴うでしょう、この研究は POI ネットワークに大きな影響を与える可能

性があります。 

ガバナンス 

セルフキーは利益の会社、KYC 鎖株式会社（KYCC）のための a によって

創設された供給されたコードを開け、基礎をセットアップするために金融貢

献をした。 基礎のためのソフトウェアを開発し続けるセルフキーネットワーク

のため主トークン ホールダーが開いた源のプラットホームを同様に発達さ

せることができるようにそれ繁栄することは必要である。メンバーは、セルフ

キー財団からの配当金または利益の分配を受ける資格がありません。 KEY

の所有者は、ネットワークを成長させるための独自の努力によって得られた

財政的インセンティブを受け取るかもしれませんが、KEY トークンの取得に

よる利益の期待はありません。しかし、 

法的 

目的が臨界量と採用を達成するとデータ機密性、データ機密保護、その他の重要

な方法については約因の既存の法律はそのままと残余の迎合的なあらゆるアイデ

ンティティーシステムのための重要な代表団である これを受けて、セルフキーの建

築はかのようにデータ機密性の法律の規定することと迎合的、特ににあるために、

全体的に入手しやすそうに分散しているようにため、 設計されている。これは適用

範囲が広いののユーザーにあらゆる 1 つの特定の貯蔵システムで文書を貯えさせ

るアイデンティティの所有者の承諾がアイデンティティ トランザクションを誘発するよ

うに常に要求し、ユーザーによってによって堪能運転されるアプローチである。 

アイデンティティの所有者は彼らのアイデンティティを管理していつもある、依存党

はアクセスを認可されたアイデンティティの要求もっとすぐに缶詰にし、要求の発行

人は彼らの貢献および証言のための支払を受け取ることができる。このフレキシブ

ルでユーザー主導のフレームワークは、海外のデータ転送に関するさまざまな国

の要件を満たすのに役立ちます。 

アイデンティティ システムが展開するかもしれない法的および技術の抑制そこが原

因で変えることはある点で適用範囲が広くまたは何か、（貯蔵の層のような-それど

ころかタイム スタンプとしてブロック・チェーンに切り刻まれる）他で堅く、指導の精
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神べきであると同時に個人の権利および自己主権アイデンティティの保存のような。 

T その目的のために、以下はセルフキー財団の憲章の原則です。 

セルフキー財団 

これらの憲法原則はセルフキーの基礎のまさに支配そして制御機構に文字通り焼

ける。これらの原則を違反することは、これらの原則を技術的かつ法的拘束力を持

つ憲法に反している。 

存在。ユーザーに独立した存在が常にある。 どの自己主権アイデンティティでも生

命の証拠から得られる。 および支えられ、支えられる自己の穀粒、セルフキーがあ

らゆる 1 つの国民システムを越えてあるように私達のシステムを設計するように努力

すること州代りあらゆる 1 の国家に優先順位を置くかわりに促進することは私達の

システムの も重要な関係者に個々の自然な生きている人をする。  

コントロール。 ユーザーは常に自分の身元を完全に管理します。 ユーザーは自分

のアイデンティティに関する 終的な権限です。 ユーザーは自分の ID を参照した

り、更新したり、非表示にしたり、消滅させたりすることができます。 ユーザーは自

分の好みで宣伝やプライバシーを選択することができます。 

アクセス。 ユーザーは自分のデータにアクセスできます。 彼らは簡単にすべてのク

レームやその他のデータを取得することができます。 換言すれば、ネットワークは

ユーザに関する隠されたデータを許容しない。 これは、ユーザーが自分の裁量で

のみクレームを変更できることを意味するものではありませんが、ユーザーは自分

の身元についてのいかなる請求についても気付くでしょう。 

透明性。セルフキーが所有し、運営しているシステムとアルゴリズムは、それらがど

のように機能し、どのように管理され、更新されるかにかかわらず、透明かつオープ

ンなソースです。 システムを管理する基盤は透明です。 

持続性。アイデンティティは耐久性があり、長命である。 プライベート キーは失わ

れるかもしれ回る必要があり、データは変わる必要があるかもしれないアイデンティ

ティは主張し、残るべきである。 

移植性。すべての情報は単一の第三者の実体、アイデンティティを管理するアイ

デンティティの所有者の残物によって運送可能、 終的に握られなくて。 
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同意。 アイデンティティ所有者は、データの移転または使用に同意する必要があり

ます。 

小化。要求の発表は 小にならなければならない。 データが表われるとき、その

発表は手もと仕事を達成するのに必要なデータの 少量を含むべきである。 ユー

ザー情報の 少量は右の状況の下の右の実体--にだけさらされる。 

保護。対立がアイデンティティ ネットワークの必要性と個々のユーザーの権利の間

に起こる場合、セルフキー ネットワークはネットワークの必要性上の個人の自由そ

して権利を維持する。 アイデンティティの証明は分散させていた方法の検閲抵抗

力があり、力弾力性のあり、そして操業である独立したアルゴリズムによって起こる。 

相互運用性。セルフキーは相互運用可能であることを向ける。 プライベート キーお

よび自己主権アイデンティティの検閲のブロック・チェーンそして自主性の固有の

持続は企業の広い範囲の広く、連続的な供給を、保障する。 努力は他のアイデン

ティティ システムとの互換性を保障するためのなされる。 

これらの原則は、財団の憲法の一部であり、メンバーによって選出された理

事会または理事会は、これらの原則に従った決議または措置にのみ合意

することができます。 

セルフキーテクノロジースタック 

ノードの検証 -私達のシステムの中心のレベルでエテリアムノードを認可し

ている。 私達は権限のエテリアム「証拠」を使用して問題があるときだけこの

レベルで考慮したが、エテリアムの正常な一致のメカニズムを使用し、変わ

ることを選択する持っている。 テストでは、私達は EVM、Eris、月曜日斧お

よび貨幣の真新しい一致の議定書使用し、もし基礎板が もよい企画とし

てこれを定めれば代わりとなるブロック・チェーンはセルフキーのための将

来選択に残る。 私達は公共のブロック・チェーンが も公平、現在ある も

含んだ、よく も採用されたブロック・チェーンだったことを見つけた。 

ブロックチェーン層-セルフキーキーペアは、エテリアムパブリックネットワー

クからのものです。 
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貯蔵-アイデンティティの国際的なシステムの承諾に挑戦があるので、私達

はアイデンティティの所有者の思慮分別まで貯蔵の層を完全に作った。 文

書はユーザーの装置で（承諾および思慮分別で）アイデンティティの所有

者が文書かデータを他の所で動かす場合までの局部的に置かれる。 後で、

貯蔵の運転者はユーザーの制御記憶機構のために造られる。  

キー管理/回復 

それはユーザーによって管理されるアイデンティティ システムで避けられな

い何人かの基づいてユーザーが彼らのキーをに置き違えるか、または失う

ブロック・チェーンのキー。 このような場合すべてのキーを-そして回復する

方法がなかったら、証言は失われる。 幸いにも、私達は解決を開発した。

セルフキーは起動時に便利なキー回復メカニズムである Uport を使用する

ことで、ユーザーは選択した 1 つ以上のアカウントに回復の責任を委任でき

ます。 Uport は相互運用性を提供し、エテリアムのコミュニティが既に認め

て受け入れている標準をベースにしています。 

 

プロトコル-セルフキーネットワークを 大限に相互運用可能にさせるため

には、いくつかの標準および進行中の仕事はプロトコル レイヤに専用され

る。 これはデータが 1 つの場所と別のものの間で構成されたフォーマットで

いかに動くかである（別のものへの可能性としては 1 のブロックチェーン）。 

代理契約ソリディティコードは非常にシンプルで、参考のためここに示します 
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仕事は他の一流のアイデンティティ システムとのこの区域でインターオペラ

ビリティを保障するために行われている; Sovrin、W3C、Uport、等。 

ID ウォレット- セルフキーアイデンティティウォレットは、起動時に使用可能

であり、すべてのアイデンティティトランザクションの出発点です。 ウォレット

には KEY も保存できます。 

アイデンティティの札入れを通してユーザーはまた適用業務層の異なった

にアクセスできる。 どの会社でもこの適用業務層で造ることができる。 どの

アイデンティティの提供者でもまたキーの相互運用可能任意政府の電子商

取引の法令の下で修飾するセットをか証明書、例えばさまざまな x509 証明

書作るかもしれない。 

ID マイクロサービス– マイクロサービス層は、主に国際法および規制への準

拠を可能にし、主に債権発行者および依拠当事者によって使用されます。

どの会社でも、KYCC 造ったこれらのマイクロ サービスを提供する、セルフ

キーシステムにてこ入れする複数の ICO および 初の適用業務層支える

かもしれないし、認可のようなある 初のマイクロ サービス提供されるスクリ

ーニング（仲介される再）、会社の登録調べおよび文書のコレクションおよ

び確認（コレクター）リストしなさい。  

アプリケーション層–完全オープンソースのウォレットを含むオープン API の

オープンソースコードを持つため、どのアプリケーションもセルフキープラッ

トフォーム上に構築できます。 

従来のアイデンティティシステムに比べてセル

フキーネットワークの利点 

アイデンティティの所有者を含むアイデンティティの生態系のすべての党に

利用できる多数の利点がある頼ってそれぞれに異なった議題がある発行

人をパーティを楽しみ、要求する。次図表は分散させていたアイデンティテ

ィ システムがすべての党のために有利である場合もあることを示すべきであ

る。 
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 集中型伝統的アイデンティティシステム セルフキーの分散アイデ

ンティティシステム 

アイデンティテ

ィの所有者 

-同一性を所有または制御しない 

-繰り返し搭乗プロセスの多数によって調整装

置を満たすことを行く必要性 

-ログイン プロセスのための手の多数の証明

装置を保つ必要性 

-あるサービスから別のサービスに情報を容易

に移植できない（高いスイッチングコスト） 

-識別文書を共有しなければならず、 小限

の情報しか共有できない 

-政府の許可それでは権限の下に依存する党

にだけ存在する 

-アイデンティティまたは KYC プロセスの出力

を再利用またはリサイクルすることはできませ

ん 

-会社の文書を簡単に管理したり、重要な意

思決定のために署名を集めることはできませ

ん 

-彼らのアイデンティティを完

全に承諾し、管理する 

-ウォレットに格納された単一

のキーペアで複数のサービ

スで認証する 

- 小限の情報を共有するこ

とができます 

-失われた鍵を回復すること

ができます 

-ひれの技術プロダクトおよ

びアイデンティティ サービス

の市場にアクセスできる 

-容易に会社として文書と範

囲の一致に署名できる 

クレーム発行

者 

-アイデンティティクレーム（つまり、公益企業）

で収益化しないでください。 

-請求を取り消すことができません 

-請求をすばやくすることはできません 

-アイデンティティクレームは時には詐欺的で

す 

-アイデンティティを収益化

することができます 

KEY による申し立て 

-請求を取り消すことができま

す 

-請求をすばやく与えること

ができる 

-出される要求により多くの

信任がある 

依拠当事者 -搭乗の顧客に法的な要求事項を満たす時間

および努力をたくさん使わなければならない 

-素早く ID 所有者に搭乗す

ることができます 
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KEY トークン 

キーはすべての製品とサービスがいろいろな行為によって「アイデンティテ

ィ生態系」に動力を与えるのに使用されるキーでわずかな支払によって利

用できるので生態系を動かすことに重大である。 例えば要求証言のための

支払のような事をするのに、キーが使用することができる; アイデンティティ

-顧客に不十分な経験がある搭乗の経験で悩

むことを持っている 

-顧客データをインポートする方法がない 

-多くのお金を KYC を認めるために要する 

-費用がかかり、国際的な対応が難しい 

-プロセスは、コンプライアンスチームによる紙

ベースの手作業によって推進されます 

-クライアントを喜ばせること

ができます 

-追加のクライアントの詳細を

簡単に要求できます 

-スケールメリットの恩恵を受

けることができます 

-国際的に準拠することがで

きます 

-プロセスは KEY によって駆

動され、RP によってチェック

されます 

総合システムの

特徴および利

点 

-データの巨額の金は大きいサイロに坐る 

-従ってハッカーのための報酬はより大きく、よ

り大きいターゲットである 

-独自の秘密 

-データの独占を創造する 

-他者との相互運用性が低い 

-価値はユーザーに戻らなかった 

-一人の当事者が所有し、管理する 

-単一障害点 

-伝統的に大きいデータ損失、欺瞞の例に導

き、自己主権デジタル アイデンティティからの

世界を握っている 

-流通網は多数の小さい貯

蔵を可能にする 

-侵入に対する報酬は低い 

- ユーザー中心主義 

-オープンソース 

-失敗のポイント無し 

-中心にされた管理か制御

無し 

-国際的な文脈に適される 

-より透明な 
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の要求を受け取れば（ユーザーに戻って価値を与えなさい）; 市場のリスト

の支払をしなさい; そして一般に、交換価値に、使用および採用に報奨金

を支払い、トークンとしてアクセスを許可しなさい。 

次図表に示すように、生態系の各メンバーは有望なシステム使用、キーを

利用すること、およびアイデンティティの証拠および証明された要求を提供

することで遊ぶべき貴重な役割がある。 下はキーの使用の徹底的なリスト

ではないが、–ネットワークの進水から豊富なトークン実用性がある、他の多

くのトークンとは違って、キーに実在価値があることは明確なはずで。 

鍵トークンの使用 

セルフキーネットワークの進水で、次のサービスは利用できる： 

• 設立 

• レジデンシー 

• 投資による市民権 

• 送金 

• 国際保険（許可されている場合） 

• eWallet / SFV 施設 

• 銀行口座の設定 

 

この生態系の中では、3 つの党だけ交換価値。 アイデンティティの所有者によって

は、頼って発行人がパーティを楽しみ、要求する。 

セルフキーに依存党、アイデンティティの所有者によって署名し、発行人を要求す

る信頼フレームワークがある。 「信頼フレームワークは新しい概念ではない。 それ

らはデジタル アイデンティティの世界のの内側と外側の両方に一般的である。大

抵それらが関係者が共通のタイプの他の関係者のだれでものトランザクションで従

事する機能を支配し望む一貫した、予想できる方法で使用されているいろいろ複

数政党制システムをそうするのに。 このような場合、それらは働き、量ると証明され

る。” xxiv 

セルフキーの信頼フレームワークはまたきちんとよい行動に報奨金を支払うために

特定の議定書のレベル情報をキーについての情報含んでいる。 アイデンティティ

の所有者が、発行人を要求し、依存党がネットワークの適切な使用に報奨金を支

払うのを助けることができるこの信頼フレームワークに署名することが期待される。こ

れらの文書は、公開されたネットワークの公開やコミュニティのフィードバックに向け

てリリースされる予定です c 
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未来を見る 

私達の作業仮説はあらゆる司法権のすべてのデータ機密性の法律と迎合

的のシステムを開発することは非常に困難であることである。 従って、アイ

デンティティの所有者はデータがどこにを貯えられる、すべての行為はアイ

デンティティの所有者によって運転されるか担当し。 

重要なのは、個人的なデータおよびアイデンティティ データはトランザクシ

ョン元帳からデータへの暗号化された参照とそれらを取り替えることによっ

て– 「挽肉料理」全体で保たれる。 これらは切り刻むまたはデータがある特

定の日付にあったが、-証明すると「指紋」の助けは実際のアイデンティティ

の要求を共有しているアイデンティティの所有者なしでアイデンティティの

所有者鎖のデータは完全に匿名および混乱させる。使用はのまた助けを

演説する理論にブロック・チェーンという点において」忘れられているべき

「右がない場合もあることを意味する起こったすべてのトランザクションの永

久的な、不変の記録を保つためにブロック・チェーンの技術が構成されると

いう事実に切り刻む。データ保護の法律は世界そうする目的があるので個

人的なデータだけが長い間保たれるように要求する。 私達はブロック・チェ

ーンで切り刻まれる個人的なデータの入手の可能性を限る暗号化制御が

データ保護の承諾のための実行可能な解決であることを信じる。 それはホ

ールダーが暗号鍵を所有している限り暗号化された個人的なデータがまだ

身分証明書所有者 

楽しいパーティー 
請求者を請求する 

アイデンティティの所有者は要求問題にトークン

およびアイデンティティの要求を送る 

アイデンティティの所有者はプロダクトかサービスに

機内にトークンによって証明される要求を送る 
要求の発行人の分け前によって証

明される要求 
板顧客および分け前の確認

の依存党 

依存によっては巧妙な要求が顧客に船

上に使用されるたびに支払要求の発行

人トークンがパーティを楽しむ 
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ある司法権の個人的なデータとして分類されるかもしれないこと本当である。 

但しキーは個々によって定まる状況で使用できるようにされてただ決定する

こと示すことができればそしてデータ保護の見通しからの異議を見ることは

困難である。  

データは Https を介してある場所から別の場所に流れ、P2P メッセージング

プロトコルとデータ転送のためのペアワイズ暗号化手法で作業が行われて

います。 本質的に、一般人は以下のことを保証することができます：1.デー

タは同意のもとに移動するだけです。 2.データのプライバシーは重要であ

り、データは誰とも決して共有されません。3.各アイデンティティトランザクシ

ョンでは暗号化が使用されます。4.データはブロックチェーン自体ではなく、

さまざまな暗号化されたメッセージングや 構造化されたデータプロトコル。 

ブロック・チェーンはデータが変わらなかったことそれが証明することができ

ることデータを切り刻み、方法でそれ貯えられる。 メカニズムを押す今回は

文書のタイムリー性を証明してある特定の状況で重大である。 心配はデー

タが関連しないし、プライバシーの損失を引き起こさないように取られる。  

セルフキー財布 

札入れは（ユーザーが貯え、ID を管理するために要求帰因するかところに）

すぐに利用でき、Mac、Linux および Windows のために卓上で利用できる

開いた源であり。セルフキーの道路図および即時の交付できる s はこの札

入れを可動装置で利用できるために求める。 

セルフキー生態系 

セルフキーアイデンティティエコシステムは、私たちが改善するために取り

組むもう一つの主要な要素です。セルフキーには、3 つのプライマリパーテ

ィー、1）アイデンティティ所有者、2）依拠パーティー、3）クレーム発行者が

含まれます. セルフキーは、ネットワーク上でこれらのパーティーをすべて

獲得するための 3 者間のマーケティング開発プッシュを行います。 

セルフキー市場 
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市場はセルフキーの生態系へどの依存党がセルフキーシステムを使用し

ているかアイデンティティの所有者が見ることができるように可能にするので

主要部分である。 市場では、アイデンティティの所有者はさまざまな財政の

提供を拾い読みし、特定プロダクトのための注文することができる。 依存党

/サービスプロバイダはまたは料金のための提供を市場の自由にリストでき

る。 市場が両面であるので価値を交換するのに、主要なトークンか商品とし

てキーが使用することができる。  

セルフキーデータの 小化 

の一つの重要なシステムのデータの 小化、すなわち-アイデンティティの断片で

す。 この本人オーナーを提供して少量の情報を満たすに依拠当事者又は債権力

を上回ることが可能である。 ことができる先端技術などの範囲を証明又はゼロ知識

証明(ZKP）で行うこともできより特定のプロトコルやアイデンティティの断片です。 

人がたとえば、あることを証明在留にしたシンガポールを明かさずにその正確な住

所です。 これが達成できるかを速やかに適切な設計が不要にな長い開発プロセス

の ZKP ます。 一部の資金の供財団"が主目のデータを 小化します。  

セルフキー個体証明（バイオメトリックリサーチ） 

私達の 初創設の主義として存在、セルフキーのプロジェクトの重要な要素は人

のアイデンティティが政府によって出される身分証明書からむしろ人命から始まら

ないことであるある。これをするためには、特性（POI）の証拠のある程度の研究は

生きるようにだれでも、どこでもできる彼ら自身がある特定時に証明行われるおよび

セルフキーネットワークへのある特定のアクセスを得なさい。POI の検証とテストが

本格的に始まると、このプロセスに関する別のホワイトペーパーが発表され、リリー

スされます。私達は現在提案されている何がエテリアムのコミュニティ–一連のビデ

オ呼出しで POI が生物測定学とよりよりよく解決することができることを信じる。1 つ

がすべて必要とするようになお、基礎は試みるために補助金を出し、あなたのキー

を失ったら全く生物測定の基づいたキー回復のメカニズムをすることは、ない複雑

な頭脳パスワード、あなた自身でありではない。  

セルフキーチーム 
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セルフキーのプロジェクト チームはアイデンティティおよび未来について熱

情的である、また企業で も明るい法的およびビジネス心のいくつかを取

囲む非常にベテランの改新者のグループ。 詳細 www.SelfKey.org 

結論 

セルフキーは私達の展開の全体的な社会のための もよいモデルとして自己主権

アイデンティティ システムを提案する。セルフキーは分散キー マネージメントおよ

び回復システム、JSON-LD の多用性があるフォーマットの W3C と基づいて、十分

に分散させていたブロック・チェーンによって互換性がある動力を与えられる、確認

された要求におよび分散支配の非営利基礎によって開発される議定書を維持する

プライバシーである。約 3000 年前、デルファイのアポロ神殿の前景に描かれてい

ます: γνῶθισεαυτόν, または英語に翻訳されたとき。 汝自身を知れ。

それが当時のように今はっきりしています、あなたは自分の身元を管理するのに

適な人です。私達がますますデジタルである世界を始めるので、私達の生命は公

衆インターネットの下部組織に想像もつかないほどの方法で動く。 私達のデジタル 

アイデンティティはアイデンティティの所有者によって危険な状態そして現在所有さ

れなくて。 

ブロックチェーンキーの自己ソブリン ID は部分的な解決策に過ぎませんが、このホ

ワイトペーパーではセルフキー財団が独自の ID を本当に所有するための分散テク

ノロジー、法律およびガバナンスのエコシステムを提案しています。 
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