
り立っている特定のネットワークです。クラウドで例えると、Amazon AWSやMicrosoft Azure
などのクラウドサービスに相当します。ブロックチェーン技術を利用したネットワークには、
ビットコイン以外にも後述するE

イーサリアム

thereumなど、多くのネットワークが存在します。2つめは、
特定のネットワーク内で流通している通貨です。
　Ethereumで流通している通貨はEthereumではなく「e

イーサ

ther」という異なる名称ですので、ビッ
トコインは少々混乱してしまいます。そこで、本書では前者を「ビットコインネットワーク」、
後者を「ビットコイン」と表記します。また、ブロックチェーン技術を利用したネットワーク全
般を「ブロックチェーンネットワーク」とします。
　なお、ブロックチェーンネットワーク上で流通している通貨は「仮想通貨」や「暗号通貨」と呼
ばれます。ビットコインは通貨なので、ビットコインネットワーク上で送金することが可能で、
新規発行はビットコインネットワーク上のルールに基づいて、ビットコインネットワーク上で
行われます。ここまでの説明を整理すると図1-1のようになります。

▽図1-1：ブロックチェーンとブロックチェーンネットワークと仮想通貨（暗号通貨）の関係

ビットコイン
ビットコインネットワークで

流通している通貨

ビットコインネットワーク
ブロックチェーンという技術を
利用しているネットワーク

ether
Etheruemネットワークで
流通している通貨

発行

利用

Ethereum
ブロックチェーンという技術を
利用しているネットワーク

ブロックチェーン技術
さまざまな技術要素で構成されている。

（分散台帳、P2P、トランザクション、ブロックなど）

いずれも、ブロックチェーン
という技術を利用しているだ
けで、独立している別のネッ
トワーク

発行

利用

ブロックチェーンの全体像
　本章では、本書を読み進めるために必要な「ブロックチェーン」や「ビット
コイン」「Ethereum」とそれらを構成する要素について説明していきます。
まずは全体像を理解するところから始めましょう。

1.1：ブロックチェーン
　ブロックチェーンは特定の第三者を介さずに、オープンなネットワークで参加者による分散
型（Decentrized）の合意形成を可能にし、すべての履歴を追跡可能にして透明性の高い取引
（Trustless）を実現する技術です。その他、「データの改ざんが極めて困難」、「実質ゼロダウン
タイム」といった特徴もあり、さまざまな分野での利用が期待されています。
　では、ブロックチェーンは具体的に何を指すのでしょうか？ ブロックチェーンは現時点では
定義も曖昧ですし、使われる文脈によって変わってきます。また、昨今ではビットコインが流
行しており、次のような疑問を持っている人も多いでしょう。

・ビットコインとはブロックチェーンのこと？
・ビットコインは仮想通貨のことを指しているの？

　ビットコインも使われる文脈によって指す意味が変わってきますので混乱する人が多いと思
います。しかし、ここでつまづくと、後の理解を深めるのに影響が出てきますので、本書では、
簡単にブロックチェーンやビットコインを定義しておきます。

⿎ブロックチェーンとは
　ブロックチェーンとは、後述するビットコインネットワークのようなネットワークを実現す
るために、さまざまな要素で構成される「技術」だと考えてください。例えば、クラウドはハー
ドウェアやソフトウェア、ネットワークなどのさまざまな要素技術で構成されていますが、ブ
ロックチェーンも同様に特定の何かを厳密に指すものではありません。
　代表的な要素技術の1つとして、データを単一の場所ではなく分散させて保存する「分散台帳」
があります。

⿎ビットコインとは
　ビットコインは一般的に2つのものを指します。1つは「ブロックチェーン技術」を利用して成
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▽図4-1：トランザクションの伝搬イメージ

ボブ
トランザクションを
検証する

検証に成功した場合
は隣接ノードに伝搬
する

Tx
From：ボブ
TO：アリス

Tx

Tx

Tx Tx

Tx

Tx

Tx

Tx

③ トランザクションを
 検証する

⑤ 検証に成功した場合は
 隣接ノードに伝搬する

④ 成功もしくは破棄
 メッセージを返す

② 隣接ノードに伝搬する

① トランザクションを生
成してウォレット内の
秘密鍵で署名する

①   ボブはFromを自分、Toをアリスにして1 BTC送金するトランザクションを生成し、ウォ
レット内の秘密鍵で署名する

② ボブは隣接するノードにトランザクションを伝搬する
③ トランザクションを受け取ったノードがトランザクションを検証する
④ 検証を終えたノードは検証結果を伝搬元ノードに送る
⑤ 検証に成功すると自身が隣接している別のノード群にトランザクションを伝搬

4.2：トランザクションの概要
　トランザクションの詳細に入る前に、ビットコインの「所有権の移動」である送金のイメージ
を理解しましょう。

⿎送金の流れ（例）
　具体的な送金の流れは、図4-2のとおりです。

・アリス：キャロルから以前受け取った1.0 BTCからボブに0.3 BTC送金する

4.1：トランザクションのライフサイクル
　トランザクションは生成 ⇒ 署名 ⇒ 伝搬 ⇒ ブロックへの取り込みというライフサイクルが
あります。生成、署名されたトランザクションは、ビットコインネットワーク内のノードに伝
搬されていきます。
　P2Pのノードはすべてのノードに接続されているわけではなく、一部のノードに接続されて
いるため、あるノードがすべてのノードに対して一度に伝搬できるわけではありません。各ノー
ドは複数の隣接するノードに伝搬しますが、どれか1つにたどり着ければそのノードがまた次
のノードに伝搬し、必ず1つのノードには伝搬される必要があります。
　トランザクションを受け取ったノードはチェックリストを元にトランザクションが特定の条
件を満たしているか検証し、満たしていた場合のみ成功メッセージを伝搬元ノードに送信し、
別のノードにも伝搬していきます。仮に条件を満たさなかった場合は、破棄メッセージを伝搬
元ノードに返し、別のノードには伝搬しません。したがって、条件を満たさない無効なトラン
ザクションは他のノードに送られず、不備のあるトランザクションを大量に送りネットワーク
全体を逼迫させるDoS攻撃は成立しないようになっています。
　最終的にトランザクションはマイナーに検証された後、ブロックに取り込まれ、ブロックは
伝搬されて各ノードの分散台帳上に記録されます。この時点で所有権が変更され、新たな所有
者がこのトランザクションで移動されたビットコインを利用できるようになります。
　図4-1はボブがアリスに送金するトランザクションの伝搬イメージを図示したものです。以
降は③～⑤のプロセスを繰り返して、最終的にはビットコインネットワーク全体に伝搬されま
す。

トランザクション
　分散台帳で管理されるビットコインを送金（所有権の移動）する場合、ど
のように扱われるのでしょうか。本章では、トランザクション（取引）のライ
フサイクルから構造などを説明します。
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⿎push型のパターン
　まずpush型のパターンを見てみましょう。

▽Auction.sol

　サンプルコードはオークションを表しています。bid（入札）したいユーザは現在の最高提示額
を超えるetherの送金を伴う形でbid関数を呼び出します。bid関数が呼ばれると、最高額を提
示していたアカウントに、bidされていた額を返金します。

▽send関数

　send関数はetherを送金するための関数です。sendの前には送金対象のアドレスを指定し、引

pragma solidity ^0.4.11;
contract Auction {
    address public highestBidder;    // 最高提示額
    uint public highestBid;    // 最高額提示アドレス

    /// コンストラクタ
    function Auction() payable {
        highestBidder = msg.sender;
        highestBid = 0;
    }

    /// Bid用の関数
    function bid() public payable {
        // bidが現在の最高額よりも大きいことを確認する
        require(msg.value > highestBid);

        // 返金額退避
        uint refundAmount = highestBid;

        // 最高額提示アドレス退避
        address currentHighestBidder = highestBidder;

        // ステート更新
        highestBid = msg.value;
        highestBidder = msg.sender;

        // 最高額を提示していたbidderに返金する
        if(!currentHighestBidder.send(refundAmount)) {
            throw;
        }
    }
}

// 最高額を提示していたbidderに返金する
if(!currentHighestBidder.send(refundAmount)) {
    throw;
}

10.1：Condition-Effects-Interactionパターン
　コントラクトの関数が他のコントラクトにメッセージを送る場合のセキュリティプラクティ
スとして、関数を3つのフェーズに分けるConditions-Effects-Interactionパターンがあります。
各フェーズでは次のように実装します。

・Condition
　関数を実行するにあたってのコンディションを確認し、コンディションが有効でない場合は
処理を終了する
・Effects
　2段目のフェーズで、ステートを更新する
・Interaction
　最後のフェーズで、他のコントラクトへメッセージを送る

　本パターンは「11.1：Reentrancy問題」（P.172）を回避するためのテクニックでもあるため、該
当章で説明します。

10.2：Withdrawパターン（push vs pull）
　Withdrawパターン（引き出しパターン）とはetherの送金に際し、オーナーが設定したタイミ
ング（条件）でユーザに送る（push）のではなく、ユーザに任意のタイミングで引き出し（pull）に
きてもらうパターンです。送金先がコントラクトの場合は、fallback関数が呼ばれますが、fallback
関数に悪意のある処理があると不正を引き起こされる可能性があります。
　本節ではサンプルコードを使ってpush型の問題とその解決策であるpull型について説明しま
す。

スマートコントラクトの 
セキュリティプラクティス
　スマートコントラクトのセキュリティを強化するためには対策パターンを
知り、適用しておくことが有効です。また、パターンとして共通処理化（雛
形化）しておくことで開発の効率化を図ることも可能です。
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▽図11-1：Reentrancy問題のイメージ（擬似コード）

　それでは、Reentrancy問題を抱えているサンプルコードを使って、実際に体験してみましょ
う。

⿎攻撃を受ける側のコントラクト
　まずは、攻撃を受ける側のコントラクトです。

▽VictimBalance.sol

function transfer（）{

    withdrawBalance（）;

}

function withdrawBalance（）{

  // ①残高の確認

  if（balance > 0）{

    // ②引き出し処理（送金処理）

    transfer（balance）

    // ③残高更新処理

    balance = 0

  }

transfer関数からwithdrawBalanceを呼び
出すとbalanceが0に更新されていなた
め、何度でもtransfer（引き出し）が成立
してしまう

pragma solidity ^0.4.11;
contract  VictimBalance {
    // アドレス毎に残高を管理
    mapping (address => uint) public userBalances;

    // メッセージ表示用のイベント
    event MessageLog(string);

    // 残高表示用のイベント
    event BalanceLog(uint);

    /// コンストラクタ
    function VictimBalance() {
    }

    /// 送金される際に呼ばれる関数
    function addToBalance() public payable {
        userBalances[msg.sender] += msg.value;
    }

    /// etherを引き出す時に呼ばれる関数

11.1：Reentrancy問題
　Reentrancy（再入可能性）とは複数の呼び出し元から同時に呼び出されても問題が発生しない
ように実装されている関数の性質を指します。Reentrancyを満たしていない関数のことを本書
では便宜上、Reentrancy問題と呼びます。
　例えば、ユーザからコントラクトに送金されたetherをユーザ毎に残高管理し、ユーザは関
数経由で残高分だけを引き出せ、関数内では次の順番で処理するとします。

① 残高を確認する
② 残高の全額を引き出す（呼び出し元へ送金する）
③ 残高を0にする

　この関数はReentrancy問題を抱えており、②の処理で問題が発生する可能性があります。②
の送金先がコントラクトの場合、送信先コントラクトがFallback関数を悪用し、送金をトリガー
にして再度、引き出し用の関数を読んだ場合、まだ残高が0に更新されていない状態のため、①
の残高確認を通過して、また②の送金処理が走ってしまいます。
　図11-1はこの例を「擬似コード」で表現しています。

スマートコントラクトの 
脆弱性の仕組みと攻撃
　スマートコントラクトは、言ってしまえばただのプログラムです。一方で、
前章で説明したようなブロックチェーンならではのセキュリティプラクティ
スもあり、知らずにスマートコントラクトを開発してしまうと、脆弱性をつ
かれ攻撃されてしまう可能性があります。本章ではスマートコントラクトの
代表的な脆弱性を説明し、サンプルを使って仕組みと攻撃方法を説明した
うえで、対策を説明します。
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