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概要
CRYPTYK プラットフォームは、企業、企業、政府機関、個人消費者向けに、オンライン
データストレージ、ファイル共有、文書編集、ユーザーアクセス、電子メール、メッセージング、
その他のクラウドベースのアプリケーションを安全かつスケーラブルに管理するハイブリッド分
散型データ処理アーキテクチャです。 Cryptyk Inc によって設計されたこの分散テクノロジーは、
銀行、金融、法律、保険、ヘルスケア、輸送、物流、メディア、建設、政府などのサイバーセキ
ュリティに関してブリーチすることによる影響を受けやすいすべての業界に利益をもたらす、オ
ープンソースのサイバーセキュリティプラットフォームとして、CRYPTYK トークン（または
CTK）がデザインされています。この技術は、単一のソースクラウドストレージプロバイダ
（CSP）、クラウドアクセスセキュリティブローカ（CASB）、クラウドセキュリティゲートウェ
イ（CSG）、ストレージパーティション、アンチウイルススキャナ、脅威モニタおよびその他の
セキュリティ製品を置き換えることを目指しています。CRYPTYK エコシステムは、データ・ア
ット・レスト（ストレージ）、データ・イン・モーション（電子メール/チャット/ペイメント）、
データ使用（ファイル編集/共有/コラボレーション）のセキュリティを管理します。エコシステム
は、CRYPTYK トークンまたは CTK 価値（およびその参加者全員）の利益のために、すべての参
加者がスケーラブルなメリットとインセンティブを提供して Cryptyk テクノロジのセキュリティ、
整合性、財務の競争力とパフォーマンスを向上させるように構成されています。多数の合意主導
型処理ノードを使用するブロックチェーンベースのネットワークは、ネットワークセキュリティ
を管理するのに理想的です。ただし、数十秒またはそれ以上のオーダーの潜在的な待ち時間がイ
ンターネットでは発生しうるため、ファイルストレージの管理やアプリケーションの共有には適
していません。CRYPTYK エコシステムは、コンセンサス駆動ノード構造化ブロックチェーンネ
ットワーク上にファイルを格納する代わりに、複数の専用クラウドストレージプロバイダをファ
イルストレージノードとして使用する、低レイテンシの分散型クラウドプラットフォームを使用
します。ハイブリッドエコシステムには、ファイルストレージ用の分散型マルチクラウドプラッ
トフォームに加えて、すべてのユーザーアクセスセッションとファイルトランザクションの安全

で不変な記録のためのプライベートブロックチェーンプラットフォームが統合されています。こ
の二重分散型プラットフォームは、CRYPTYK デジタルトークンを使用して、ブロックチェーン
のすべてのコンポーネントを駆動し、その開発費を払い、セキュリティサービスとストレージサ
ービスから収入を得ます。この設計アーキテクチャは、企業、従業員、および顧客間のすべての
形態の機密データを管理するためのセキュリティ、パフォーマンス、コンプライアンス、スピー
ド、コスト、およびユーザビリティの要件を満たします。また、提携企業または連合企業間で機
密データを安全かつコスト効率よく転送し、個人の消費者に無料のストレージおよびセキュリテ
ィサービスを提供します。
1

1. イントロダクション
企業はクラウドストレージベンダーを通じて機密データをオンラインで保存することがま
すます増えています。また、クラウド上で稼働するオンラインアプリケーションを使用して、ビ
ジネス管理業務のための情報を作成、収集、管理、使用、販売するようになっています。クラウ
ドがビジネスや企業にもたらすメリットは、従業員のモビリティの向上、運用コストの削減、ス
トレージハードウェアの設備投資の削減です。しかし、企業のクラウドへの移行に伴う最大のリ
スク、最大のコスト、および主要な運用上の懸案事項はセキュリティです。クラウドストレージ
のコストは非常に低い商品レベルの価格（TB /ユーザー/月あたり約$ 5〜$ 10）に低下した可能性
がありますが、エンタープライズクラスのセキュリティは高価なプレミアム価格のサービス（ユ
ーザーあたり月額約 40〜80 ドル）です。さらに、クラウドセキュリティ技術は非常に不完全なソ
リューションです。これは、グローバルサイバーセキュリティの損失が現在 1,000 億ドルを超えて
おり、年あたり 1 兆 ドルに近づいている理由の説明になります 2。既存のセキュリティ技術は、
セキュリティ侵害のリスクを軽減するように動作する可能性がありますが、リスクを完全に軽減
するわけではありません。時間の経過とともに、すべてのクラウドストレージベンダーは最終的
に危険にさらされ、クラウド内の企業によって保存されたすべての情報は最終的にセキュリティ
侵害にさらされます。
既存のクラウドストレージとエンタープライズセキュリティテクノロジの根本的な弱点は、
信頼できるサードパーティベンダに依存する集中型の設計アーキテクチャにあります。すべての
クラウドストレージベンダーはサイバーセキュリティ攻撃に対して脆弱であり、一度セキュリテ
ィ侵害が成功すれば、一元管理されたネットワークから膨大な機密データを容易に盗むことがで
きます。エンタープライズネットワークに対する 5 つの主要なセキュリティ脅威を特定できます。

(1) リモートに配置されたシンジケートハッカーグループの外部からの脅威。
(2) ウイルス、マルウェア、ランサムウェアなどの悪質なソフトウェアプログラムからの脅
威。
(3) 運用上の障害の脅威とサービス拒否攻撃
(4) 悪い人間、不誠実な従業員といった内部的な脅威。
(5) 監視傍受の脅威または中間者の攻撃。
これらの 5 つのセキュリティ上の脅威に対抗するために、企業は複雑で高価な次のような組み合
わせに投資することができます。

•

クラウドストレージおよびクラウドアプリケーションサービスへのユーザー/従業員

アクセスを監視および制御するクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）またはク
ラウドセキュリティゲートウェイ（CSG）

•

データ漏洩防止（DLP）および脅威分析製品は、ユーザーのアクセスやファイルの

共有を分析して、潜在的な内部脅威や人為的ミスによるデータ損失を最小限に抑える
•

ユーザー/従業員の身元を確認する MFA（Multi-Factor Authorization）ログインツー

ル
•

ファイアウォールおよびパーティションは、外部ソースから機密ファイルおよびデ

ータへの不正アクセスを防止または最小化するように動作
•

危険なブラックリストに載ったウイルス、マルウェア、ランサムウェアをスキャン

するアンチウイルスとスパイウェアソフトウェア、および
•

公開鍵/秘密鍵による暗号化データ・エンコーディング・アルゴリズムを使用して、

休止中のデータおよびデータ・イン・モーション・アセットを保護および監査する暗号化およ
びトークン化ツール。
クラウドアプリケーション向けの完全なエンタープライズクラスのセキュリティソリュ
ーションの総コストは、通常、ユーザーあたり月額$ 40〜$ 80 の範囲で異なります。これは、
クラウド採用戦略を決定する際の主要なコスト要因 です
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。それにもかかわらず、これらの

従来のクラウドセキュリティソリューションを採用している大企業の大半は、毎年セキュリテ
ィ侵害により大きな損失を被ります。
従来の集中型エンタープライズセキュリティおよびストレージテクノロジとは対照的に、
CRYPTYK プラットフォームは、データストレージ、データ管理、ファイル共有、ファイル編集、
ユーザーアクセス、電子メール、およびデータコンプライアンスの高度に安全でスケーラブルな
制御を目的とした分散型データ管理アーキテクチャについて説明しています。Sia
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や Filecoin
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などのブロックチェーンテクノロジをベースにした分散型ファイルストレージプラットフォーム
が存在します が、ここで説明したハイブリッド CRYPTYK プラットフォームは、ブロックチェー
ン専用のストレージテクノロジの潜在的な問題を抱えていません。既存のブロックチェーンスト
レージテクノロジは、通常、10〜20 秒を超える大きなアクセスレイテンシになり、数分以上のア
クセスレイテンシを示すこともあります。これにより、マルチユーザーエンタープライズ環境で
は、リアルタイムファイル管理、データ使用中アプリケーション、およびデータインモーション
アプリケーションが効果的に遅くなり、使用できなくなります。したがって、既存のブロックチ
ェーンベースのファイルストレージテクノロジは、大きなファイル数ではなく、アップロードし
たい個人的、自由主義的な一般消費者に焦点を当てています。ブロックチェーンのみのストレー
ジは、エンタープライズカスタマーのセキュリティ、パフォーマンス、待ち時間、ユーザビリテ
ィの要件を満たしていません。またブロックチェーン専用にプラットフォーム 6 を比較し、ファイ
ルの種類のより多様な範囲のためにハッカーに攻撃面を減らす大幅に提供しながら、Cryptyk 社に
よって開発された高度に使用可能な CRYPTYK ハイブリッドブロックチェーン技術は、200 ミリ秒
未満のアクセス待ち時間を示しました 。

さらに、CRYPTYK エコシステムは、エンタープライズ環境用の安全で使用可能な低レ
イテンシーのファイルストレージプラットフォームを提供します。また、ユーザーアクセス制
御、ファイル追跡/ログ/監査、電子メール/チャットセキュリティ、内部脅威監視、ポリシー施
行、業界/法令遵守も管理します。エコシステムは、クラウドに移行する 5 つの主要なサイバ
ーセキュリティの脅威（または攻撃ベクトル）すべてに対してビジネス、組織、または企業を
保護するシンプルで完全なエンタープライズセキュリティとストレージソリューションを表し
ます。CRYPTYK エコシステムは、エンタープライズ顧客向けの単一の製品バンドルに統合さ
れたエンタープライズセキュリティおよびストレージソリューションとして、従来の多くのサ
イバーセキュリティおよびストレージ技術を置き換えることができます。最も重要なことは、
CRYPTYK エコシステムのユニークな暗号経済学は、すべての Cryptyk エンタープライズ顧客
の個々の顧客が最終的には、企業による文書共有活動を通じて Cryptyk の顧客になることを意
味します。その結果、個々の顧客または一般消費者によるフォローアップの採用により、ビジ
ネスとエンタープライズのコミュニティ全体に広範な採用が広がります。これは、ウイルスの
導入と顧客の移行を実現するために、参加者のインセンティブとテクノロジーの成長を調和さ
せる暗号経済のネットワーク効果の例です。
CRYPTYK エコシステムは、完全なセキュリティソリューション、より簡単な導入、管
理の簡素化、全体的なコストの削減により、企業顧客にインセンティブを与えます。このプラ
ットフォームは、基本的なデータストレージレベルでのセキュリティ問題に対処するため、従
来のセキュリティおよびストレージソリューションの複雑で細かい、思いがけないアプローチ
を必要としません。セキュリティ暗号化は、ファイルストレージの受動的保護のために分散ス
トレージプロセスに書き込まれます。また、企業が提供する無料のストレージとセキュリティ
サービスが限られている企業の顧客（つまり、個人の一般消費者）にとっても固有の利点があ
ります。エコシステムはさらに、ユーザーID、ファイルのアップロード、ファイル共有、デ
ータの整合性、ユーザーアクセスの安全なセッションを確認する報酬を、CRYPTYK トークン
参加者（または CTK マイナー）の情報の処理にインセンティブを与えます。また、将来のプ
ラットフォーム機能のオープンソース開発を促進し、すべての顧客による迅速な試用と導入を
促進します。アーキテクチャに関して、ハイブリッドプラットフォームは、完全なセキュリテ
ィとストレージソリューションを形成するために、セキュリティエンジンとユーザーインター
フェイスが統合された 3 つの異なる無料の分散型プラットフォームで構成されています。

図 1：CRYPTYK ハイブリッドセキュリティおよびストレージプラットフォームの概要

(A) VAULT
マルチクラウドストレージは
受動的に
(1) 外部の脅威
(2) ウイルスの脅威
(3) 操作上の脅威

(B) PASSPORT
分散型
ブロックチェーン元帳
ファイル/ユーザ活動ログ

ブロックチェーン元帳により監査が
可能/ ユーザーアクセスとファイル
共有の監視と保護

（5）内部の脅威

分散型
マルチクラウドストレージ
すべてのポリシーを実施し、
ユーザーを承認する

CTK トークンを介してセキュリティ強化、
すべてのポリシーを実施し、ユーザーを
承認、
アクセスして保護する
（4）サーベイランスの脅威

(E) SENTRY
セキュリティエンジン
およびバックエンド
 ユーザーアクセス制御＆
ポリシー施行

(D) COMMAND
ユーザーコントロール
インターフェイス
（A）、（B）、（C）、（E）のポリ
シー/アクセス設定
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(C) CODEBOOK
分散型
データベースマップ
 ファイルキー/ポリシーストレージ

具体的には、図 1 に示すように、CRYPTYK プラットフォームは、（A）暗号化された
ファイルストレージおよびファイル共有のための VAULT と呼ばれる分散型のマルチベンダー
クラウドストレージプラットフォーム、（B）すべてのユーザーの不変なストレージのための
PASSPORT と呼ばれる分散型ブロックチェーンプラットフォーム（C）ファイル暗号化キー、
トランザクションデータおよび監査ログの格納のための分散データベースマップ、（D）ファ
イル記憶/共有、セキュリティポリシー、ユーザアクセスおよびファイル許可を管理するため
の COMMAND と呼ばれるユーザ制御インタフェース（E）すべてのプラットフォームコンポ
ーネントの統合と、セキュリティポリシー、ユーザーアクセスコントロール、ファイル設定、
参加者インセンティブ、Cryptyk トークンエコシステムの実施のためのセントラルセキュリテ
ィエンジンとバックエンド（SENTRY）からなります。
3 つの分散型ストレージプラットフォーム（マルチクラウド、ブロックチェーン、データ
ベース）はすべて、SENTRY セキュリティエンジンを介して相互に作用し、CRYPTYK エコシス
テムのすべての参加者の利益のために補完的なタスクを実行します。また、さまざまな種類のセ
キュリティ脅威からさまざまな方法で保護し、エンタープライズ顧客に 5 つの潜在的なセキュリ
ティ脅威のすべてに対して完全なデータセキュリティおよびストレージソリューションを提供し
ます。要約すると、CRYPTYK プラットフォームと CTK エコシステムは、エンタープライズとそ
の消費者の間のウイルスネットワーク効果を活用して、すべての参加者のプラットフォームの採
用、パフォーマンス、セキュリティ、価値を高める完全なエンタープライズセキュリティとスト
レージソリューションです。

2. 技術的背景と課題
分散型プラットフォームは、セキュリティとスケーラブルなスループットの観点から、
エンタープライズ顧客とユーザーに大きなメリットをもたらしますが、分散型プラットフォー
ムの正確な設計とサイズは、ユーザーにとっての他の多くの製品パフォーマンスとユーザビリ
ティ特性に劇的に影響します。特に重要なのは、ストレージノード（または情報処理ノード）
の種類と数が、潜在的な攻撃面とプラットフォームのアクセスレイテンシの両方にどのように
影響するかです。さらに、機密データを集中型アーキテクチャから分散型アーキテクチャに移
行することは、通常、コスト効果の点で企業顧客にとって有益です。プラットフォームセキュ
リティの向上の可能性にもかかわらず、分散型のセキュリティおよびストレージプラットフォ
ームの普及は、企業顧客のコストを大幅に削減しなければ非常に困難です。したがって、分散
型ネットワークソリューションの最適設計には、ノード数、攻撃面、遅延、コストの面でスイ
ートスポットを特定することが重要です。

2(a). 分散システムにおける攻撃面
分散型ストレージプラットフォーム全体に分散された小さな部分に分割されたファイルま
たはデータペイロードは、中央の単一ベンダーストレージプラットフォームに格納されたデータ
よりも本質的に安全です。原則として、ストレージノードの数が増えるほど（したがって、分散
の度合いが大きくなる）
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ストレージプラットフォームの潜在的な攻撃面を小さくします。攻撃面は、通常、すべての可
能性のある攻撃ベクトル（またはサイバーセキュリティの脅威）の合計として定義されます。
最初に 、 N 個の ノードを攻撃 プラットフォームとするストレージプラットフォーム の
RELATIVE

攻撃面（AS

として 定義し

ます

N

） を、最大可能攻撃面の正規化された割合（すなわち、1 に等しい ）

。私たちはまた、単一のストレージノードに対して、すべての 5 つの個別

の攻撃ベクトル（すなわちのための相対的な攻撃面と仮定しましょう ： N = 1）は、以下のよ
うに同一である。
AS1 (maximum) = AS1 (a+b+c+d+e) = 1
AS1 (a) = AS1 (b) = AS1 (c) = AS1 (d) = AS1 (e) = 0.2
次に、外部の脅威以外のすべての潜在的な攻撃経路から完全に保護された単一のソース
ストレージベンダーの簡単な例を考えてみましょう。この場合;
AS1 (a) = 0.2 and AS1 (b) = AS1 (c) = AS1 (d) = AS1 (e) = 0
AS1 (total) = AS1(a) = 0.2 = 1/5
ファイルが代わりに 2 つの小さい部分に分割され、2 つの同一のストレージノード（す
なわち、 N = 2）に格納される場合、セキュリティ違反が成功するためには両方のストレージ
ノードが侵害される必要があります。この場合、ストレージプラットフォームの相対攻撃面は、
以下のように、個々のノードの攻撃面の積に等しい。
2

for n = 2

AS2 (total) = AS1 (a) x AS1 (a) = 0.04 = 1 / 25 = 1 / 5

and for n = 3,

AS3 (total) = AS1 (a) x AS1 (a) x AS1 (a) = 0.008 = 1 / 125 = 1 / 5

3

一般に、各ストレージノードが AS 1 に 等

図 2a は、相対攻撃面の非常に漸近的な挙動

しい相対攻撃面を有する場合 、 N ノード

を示しています

ストレージプラットフォーム に対する相
対攻撃ベクトル は全体として等しい。
ASN = ( AS1 )

n

ここで 、単 一ノー ド の総攻 撃面 が 50％
（すなわち：AS

1

= 0.5） である最も単純

な例を取り上げる と、 N ノード プラット
フォームの 相対攻撃面 は
ASN = ( 0.5 )

N

図 2a：攻撃面とノード番号
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AS1 = 50% のこの例では、ノード数を増やします。 5 つのストレージノードを使用するだけで、相対的な
攻撃面を 4％未満に大幅に削減できます。相対的な攻撃面は、10 ノードで約 0.1％、さらに 100 ノードで
0.0001％以下に低下します。100 個のストレージノードを越えてくると、攻撃面はゼロに近づくにつれて
極小になります。

その結果、分散型プラットフォームの攻撃面での潜在的な削減の大部分は、比較的少数の独
立したストレージノード（すなわち、 N = 5〜10） を使用したときの限られた量の分散化においての
み実現できます 。CRYPTYK クラウドストレージプラットフォーム（VAULT）の設計にとって重要
なのは、わずか 5〜10 個のストレージノードで可能なセキュリティレベルの大幅な向上です。

2(b). 分散システムにおける遅延
Google ドライブ、Amazon S3、iCloud などの従来の集中型ストレージプラットフォームやその他
のコンテンツ配信ネットワークでは、データのアップロードやダウンロードに適した処理速度を提供し
ながら、アクセス待ち時間が非常に短くなっています。アクセス待ち時間は、多数の小さなファイル
（通常 1MB 未満）の頻繁なアップロード、ダウンロード、管理を必要とするリアルタイムアプリケーシ
ョンにとって重要なパフォーマンスとユーザビリティの問題です。ファイル/フォルダ管理、ファイル共
有、ライブ編集などのオンラインクラウドベースのアプリケーションは、通常、リアルタイムで使用で
きると考えられる数百マイクロ秒以下のアクセス待ち時間を要求します。ストレージプラットフォーム
のアップロードまたはダウンロード速度（スループット）にかかわらず、アクセス時間が長いと、リア
ルタイムのファイルストレージ、管理、および編集アプリケーションはほとんどのユーザーにとって使
用できないものになる可能性があります。ほとんどのコンシューマとクラウドベースストレージプラッ
トフォームのユーザーは、従来のクラウドストレージサービスを介してアップロードするとき 1 秒未満
で終わる小さなファイルについて、開始時に数十秒以上待つようなことは望んでいません。その結果、
スループットが高くレイテンシが低い既存の集中型ストレージシステムは、リアルタイムのオンライン
ファイルストレージ、管理、および編集アプリケーションに適しています。それらは、潜在的な攻撃ベ
クトルが大きく、データセキュリティ特性が低いという点で、大きな問題の一つにのみ苦しんでいる。

逆に、Sia

3

や Filecoin

4

などの分散型ブロックチェーンストレージプラットフォーム は、非常に

大きなファイルやデータペイロード（> 100MB）のアップロードやダウンロードに最適です。分
散型プラットフォームは、データボトルネックやデータ転送操作の妨げになる操作上の障害の可
能性が低いため、ほとんどの集中型ストレージプラットフォームに比べ、データセキュリティ、
スループット、ダウンロードの信頼性が向上します。これは、大容量ファイルやバックアップ用
ストレージドライブなどのマルチファイルバッチ処理アプリケーションをアップロードまたはダ
ウンロードする場合に重要です。この場合、ユーザーは通常、アップロードまたはダウンロード
プロセスを開始するのに数十秒間待つことに気付くことはありません。完了までに数十分かそれ
以上かかることがあります。さらに、分散型ストレージアーキテクチャは、格納されたデータに
高いレベルのファイルセキュリティを与えるように設計することができます。しかし、大きなア

クセスレイテンシの特徴、分散型ブロックチェーンベースのプラットフォーム（通常 10〜20 秒以上）
は、ほとんどの個々のオンラインファイル管理、共有および編集アプリケーションにはまったく適し
ていません。さらに、大部分の企業では、数百人から数千人の従業員、クライアント、および顧客の
間で、すべてのファイルストレージのシームレスな迅速な管理、アプリケーションの編集と共有が必
要です。その結果、エンタープライズ環境でブロックチェーンベースのストレージプラットフォーム
を使用することは、実用的でなく、ユーザーにとっては煩雑になります。

図 2b（右）は、さまざまな商用スト

図 2b：レイテンシとノード番号

レージプラットフォームの測定されたアク
セスレイテンシとノード番号
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エンジンをブロックチェーンプラットフォームで使用するとき、プラットフォームのアクセス
レイテンシが大きくなります。トランザクション集中型の Bitcoin や Ethereum などの広く採用さ
れているブロックチェーンプラットフォームは、現在、数分から数時間（つまり、200〜5000 秒）
のアクセスレイテンシを示しています。これは、これらのプラットフォームで使用される多数
のコンセンサスノード（つまり、8,000〜20,000 ノード）の直接的な結果です。それにもかかわ
らず、これらの非常に長い待ち時間は、ファイルの保存や共有などのほとんどのオンラインア
プリケーションでは不適切ですが、中央銀行間の有線転送などの競争的な金融テクノロジのト
ランザクション時間に比べて比較的小さいです。Sia や Filecoin などの小さなノード番号を使用
するブロックチェーン（例：20〜50 ノード）は、待機時間が比例して小さくなります（10〜100
秒）。しかし、これらのブロックチェーンプラットフォームの反復的コンセンサス主導の性質
は、追加の遅延につながります。これらのプラットフォームは、バックアップネットワークス
トレージや不変のデータベース元帳などの大規模なファイルストレージアプリケーションに適
しています。これらのプラットフォームはレイテンシを低下させますが、ファイル管理、共有、
編集などの企業で使用されるリアルタイムのオンラインアプリケーションでは遅すぎます。
また、図 2b には、Google Drive や Amazon S3 などの従来の集中型プラットフォーム（つまり、単一ノ
ード）の典型的な待ち時間が示されています。アクセス待ち時間が 100 ミリ秒程度、これらの専用ベ

ンダークラウドプラットフォームは、使いやすいファイル管理および編集アプリケーションに最
適です。ただし、これらの集中型ストレージプラットフォームは、大きな攻撃ベクトルとセキュ
リティプロファイルの不良を特徴としています。理想的には、大規模なエンタープライズクラス
のファイルストレージアプリケーションでは、高スケーラブルなスループット、攻撃面の縮小、
アクセスレイテンシの低い分散プラットフォームが望まれます。図 2a（攻撃面対ノード数）を図
2b（レイテンシ数とノード数）と比較すると、最小の攻撃面と低いレイテンシの間の妥協のため
のスイートスポットは、約 5 つのストレージノード（* Sweet Spot 図 2b）。このように地方分権化
の度合いが低いため、攻撃面は 90％以上も減少しますが、レイテンシも非常に低くなります（つ
まり、200〜300 ミリ秒）。したがって、5 ノードのストレージプラットフォームは、エンタープ
ライズクラスのアプリケーションのパフォーマンスとセキュリティの理想的な妥協点です。しか
し、コンセンサス駆動のブロックチェーンプラットフォームは、通常、効果的に機能するには少
なくとも 20 のノードを必要とするため、ブロックチェーン設計は、この比較的低い分散度では適
切ではありません。5 ノードのオンラインストレージプラットフォームの最も実用的なアーキテク
チャは、Google や Amazon などの複数のサードパーティのクラウドベンダーへの専用接続を利用
しています。

2(c). エンタープライズセキュリティおよびストレージアプリケーションのコス
ト構造
我々はすでにセクション 2（b）で、Sia や Filecoin などのブロックチェーンベースのストレージ
プラットフォームが、アクセス時間が長いため、リアルタイムファイル管理や編集アプリケーション
には適していないことについて、すでに説明しました。したがって、これらのブロックチェーンスト
レージプラットフォームは、非常に大きなファイルサイズやデータバックアップやリストアなどのバ
ッチストレージアプリケーションに適しています。しかし、このような大規模なファイルサイズのア
プリケーションであっても、これらのブロックチェーンストレージプラットフォームは、主にコスト
構造の問題のために消費者市場にしか適していません。ブロックチェーン技術は多くの市場にとって
混乱を招く可能性がありますが、これは一般的に顧客にとって大きなコスト削減です。しかし、従来
のクラウドストレージプロバイダのオンラインストレージ価格は、すでに非常に低い商品レベル（す
なわち、TB /ユーザー/月あたり約 5 ドル）である。Sia などのブロックチェーンプラットフォームは、
従来のクラウドストレージプロバイダの 40〜80％（つまり、TB /ユーザー/月あたり約 2〜4 ドル）の安
価なストレージ価格を提供します。オンラインファイルストレージをより安全で低コストのブロック
チェーンベースのプラットフォームに移行することは、個々のコンシューマにとって魅力的かもしれ
ませんが、このオプションは企業の顧客にはほとんど魅力がありません。

オンラインストレージコストを削減することは、ファイルストレージの完全なセキュリテ
ィソリューションを導入するコストと比較して、ストレージコストがほんのわずかであるため、
企業にとって決定的な要素ではありません。分散プラットフォームはセキュリティ侵害に対する
より大きな保護を提供しますが、これは外部の脅威や運用上の障害からの保護にのみ役立つこと
に注意することが重要です。分散化だけでは、内部、ウイルス、サーベイランスの脅威に対する
追加のセキュリティは提供されません。すべての大企業および組織にとって最も重要なのは、個
人の消費者にとって一般的に問題ではない社内の情報源（従業員）から常に存在するセキュリテ
ィ上の脅威です。内部、ウイルス、および
9

サーベイランスの脅威企業は通常、毎月さらに 40〜80 ドル/ユーザーを払います。完全なセキュリティ
ソリューションの主要なコストとレイテンシの増加を考慮すると、ブロックチェーンストレージプラ
ットフォームに移行するための 1 ユーザーあたり 1 ドル〜3 ドルしか節約できないメリットは無関係で
す。したがって、ブロックチェーンテクノロジは、コスト構造とレイテンシの問題により、エンター
プライズストレージ市場を混乱させる可能性はほとんどありません。それにもかかわらず、ブロック
チェーン技術は、エンタープライズストレージを展開する際にセキュリティ製品が主要なコスト要因
となるため、エンタープライズセキュリティ市場の混乱の大きな可能性を秘めています。アクセス待
ち時間が短く、セキュリティ保護が広く、運用コストが低い、企業顧客向けの分散型ストレージソリ
ューションに対する大きな需要があります。

3. CRYPTYK プラットフォームのアーキテクチャ
データ・アット・レスト・アプリケーションのための低コスト・クラウド・ストレージ・サー
ビスは、複雑で高価な従来のセキュリティ・ソリューションの根本的な弱点です。完全なエンタープ
ライズクラスのセキュリティソリューションを構築するには、最適なセキュリティプロファイルを確
保するための基本的なビルディングブロックとしてクラウドストレージを組み込む必要があります。
ハイブリッド CRYPTYK アーキテクチャの基盤となる設計思想は、エンタープライズセキュリティと
ストレージアプリケーションのさまざまな重要なパフォーマンス要件を満たすために、3 つの異なる分
散プラットフォームの特定の特性を最適化することに基づいています。すべての分散型プラットフォ
ームがすべてのオンラインアプリケーションに最適ではなく、完全なエンタープライズクラスのセキ
ュリティおよびストレージソリューションの幅広いパフォーマンスとユーザビリティの要求を満たす
ために、3 つの異なるプラットフォームを統合する必要があります。Cryptyk デジタルトークンまたは
CTK は、CRYPTYK プラットフォームアーキテクチャ全体に次のような機能を提供するために不可欠
な要素です。
 3 つの異なる分散ストレージプラットフォーム（VAULT、PASSPORT、および
CODEBOOK）を相互に操作し、複数のセキュリティ層を提供できるようにすることで、
 エンタープライズ顧客と個人ユーザーが完全なセキュリティとストレージサービス
を購入できるようにすることで、
 エンタープライズ顧客が最初にセキュリティおよびストレージサービスを試用して
展開するためのインセンティブを提供し、



互換性のある API およびプラグイン製品の拡張版を開発することにより、オー

プンソース開発者および提携パートナーに CTK エコシステムをサポートするインセ
ンティブを提供する


エコシステム参加者や暗号通貨マイナーに、プライベートブロックチェーンプラッ

トフォーム PASSPORT を強化する CTK の Proof of Security（PS）計算を優先的に処理す
るインセンティブを提供します。
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CRYPTYK ソリューションは、非常に低い価格で信頼性の高いストレージサービスを既に
提供している多くのユーザーを置き換えることによって、既存のクラウドストレージ市場を混乱
させるわけではありません。その代わりに、より安全な分散型マルチクラウドストレージプラッ
トフォーム（主要クラウドプロバイダの既存ストレージサービスを活用する）と、個人と企業の
ユーザーアクセスとファイル共有を検証、記録、管理する 2 つの分散型ブロックチェーンセキュ
リティプラットフォームを組み合わせています。その結果、CRYPTYK ソリューションは、エン
タープライズセキュリティとクラウドストレージサービスの両方を含むより安全で費用対効果の
高い製品バンドルを提供することにより、より大きなエンタープライズセキュリティ市場を混乱
させます。にもかかわらず、CRYPTYK ソリューションは、クラウドストレージだけでもコスト
競争力のあるソリューションを提供します。
CRYPTYK プラットフォームアーキテクチャ上に構築された製品とサービスは、CASB、CSG、
DLP、ファイアウォール、脅威監視製品など、エンタープライズセキュリティ市場の既存のベンダー
から、より高価なさまざまな製品やサービスを置き換える可能性があります。企業や個人のお客様に
とって、（i）セキュリティプロファイルの大幅な向上、（ii）単一の製品ソリューションによる製品
の試用と展開の簡素化、（iii）オンラインセキュリティとストレージの総運用コストの削減などがあ
ります。
図 3：CRYPTYK アーキテクチャの概要
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(C) CODEBOOK
Decentralized Database Map

図 3 に CRYPTYK プラットフォームアーキテクチャの概要を示します。CRYPTYK プラットフ
ォームは、次の 6 つの主要コンポーネントで構成されています。
（A） VAULT：分散、ユーザー暗号化、マルチクラウドファイルストレージおよび共有プ
ラットフォーム。
（B） PASSPORT：ユーザーアクセス/ファイル共有元帳用のプライベート許可ブロックチ
ェーンプラットフォーム。
（C） CODEBOOK：内部データとファイル暗号化キーストレージのための分散データベー
スマップ。
（D）コマンド：クラウドベースまたはクライアントベースのユーザーインターフェイス
とフロントエンドコントロールパネル/ UX。
（E） SENTRY：コアエンジン/バックエンドは、他のすべてのコンポーネントを統合し、
すべての操作を管理します。
すべての個人ユーザーと企業ユーザーは、クラウドベースのフロントエンドユーザーインター
フェイスまたはローカルのクライアントベースのプログラムを介して CRYPTYK プラットフォームに
アクセスするには、Google Authenticator や LastPass などのマルチファクタ認証（MFA）を備えた従来
の User Identity Manager 製品が必要です。パブリックな個人ユーザーは、限られたセキュリティ管理機
能とファイルストレージスペース（例：1GB のストレージ）を備えた受動的に安全な VAULT ファイ
ルストレージプラットフォームの無償バージョンを入手します。VAULT プラットフォームは、外部、
ウイルス、および運用上の脅威に対して受動的に耐性がありますが、内部または監視の脅威に対する
保護はありません。ただし、ユーザーは、監視脅威から保護する SENTRY セキュリティエンジンと、
内部の脅威から保護するための強力なセキュリティツールを提供する PASSPORT ブロックチェーンネ
ットワークを介して追加のセキュリティ管理機能を購入することもできます。ユーザーは、VAULT プ
ラットフォーム上のより大きなファイルストレージ容量（例えば、1TB のストレージ）にアップグレ
ードすることもできます。個々のユーザーのコマンド・ユーザー・インターフェースには、高い個人
的プライバシーのために構成されたポリシー設定がありますが、一般メンバーには検索は制限されて
います。にもかかわらず、ファイルが個々のユーザーと共有されている場合、ファイルの元の作成者
または共有者は、共有ユーザーグループ内の個々のファイルごとにユーザーアクセスとファイルアク
セス許可を設定できます。CODEBOOK データベースマッププラットフォームは SENTRY エンジン用
の内部データベースマップであり、アカウントバックアップサービス以外のユーザーとの直接的なや
りとりはありません。同様に、PASSPORT ブロックチェーンは、パブリックユーザーに知られていな
い場面の背後で動作する内部の不変の元帳です。CRYPTYK のストレージおよびセキュリティ製品バ
ンドルは、個人の一般ユーザー向けに従来のセキュリティおよびストレージソリューションよりも優
れたセキュリティと低コストを実現しています。

PASSPORT プライベートブロックチェインセキュリティプラットフォームと SENTRY セキ
ュリティエンジンを含むフルストレージ機能（例：1TB のストレージ/ユーザー）を備えた
CRYPTYK ハイブリッドプラットフォームを購入することができます。各エンタープライズ顧客
には、すべての企業従業員の PASSPORT ブロックチェーンキーデータに組み込まれている固有の
エンタープライズ ID が発行されます。企業内の個々のユーザーには、それぞれ固有のブロックチ
ェーンキーデータの一部を形成する一意のユーザーID も発行されます。すべての従業員または企
業のメンバーは、構成済みの COMMAND ユーザー・インターフェースのバージョンを使用します
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個々の一般ユーザーと比較してプライバシー設定を減らすことができます。これは事実上、プライベ
ートブロックチェーンプラットフォーム PASSPORT が本質的に不透明であり、ポリシーとアクセス許
可の COMMAND インターフェイス設定によってカスタマイズ可能であることを意味します。Cryptyk
Inc.は、COMMAND インターフェース用のユニークなアクセス許可アーキテクチャーを備えた役割ベ
ースのアクセス制御システムを設計、実装、展開します。エンタープライズ顧客の認定ネットワーク
管理者は、PASSPORT ブロックチェーンデータの完全な可視性、エンタープライズユーザーアクセス
の管理、ファイルアクセス許可の制御、エンタープライズポリシーの設定、すべてのファイル共有ト
ランザクションのトラッキング、細分化された選択のセキュリティ構成。

また、Cryptyk 社は、さまざまなセキュリティプロファイルと設定を規定し実施する標準化
された API フォーマットを設計、実装、展開します。将来のオープンソース API およびプラグイ
ン開発では、異なる企業 ID を持つ 2 つ以上の異なる企業の内部ユーザー間のアプリケーション・
インターフェースを可能にする業界固有のブリッジが作成されることが想定されています。ウィ
ルス対策にとって最も重要なことは、企業の従業員が顧客または企業外の一般人とファイルを共
有するたびに、顧客または公的個人は機能限定の無料バージョンの VAULT 製品を受け取ります。
最終的にストレージの増加と優れたセキュリティ機能により、有料の製品バンドルにアップグレ
ードします。その結果、エンタープライズ顧客での完全な CRYTYK 製品バンドルのターゲティン
グは、最終的に、外部顧客またはクライアントとのファイル共有の相互作用のネットワーク効果
を介して、公共の個人によるストレージおよびセキュリティ製品の採用をもたらします。完全な
エンタープライズクラスのストレージおよびセキュリティ製品バンドルは、セキュリティプロフ
ァイルが優れており、エンタープライズ向けの従来のセキュリティおよびストレージソリューシ
ョンよりもコストが大幅に低くなっています。

4. CRYPTYK プラットフォームコンポーネント
ここでは、CRYPTYK プラットフォームアーキテクチャを構成する 6 つの重要なコンポーネン
トの特定の設計パラメータ、セキュリティ機能、および製品機能について説明します。

4(a). 分散型マルチクラウドファイルストレージおよび共有プラットフォーム
（VAULT）
CRYPTYK エコシステムの根底にあるのは、VAULT と呼ばれる分散、ユーザー暗号化、マ
ルチクラウドファイルストレージおよび共有プラットフォームです。 VAULT の設計は、Google
Drive、Amazon S3、Apple iCloud、Microsoft Azure、Box、Dropbox、Rackspace などの主要なクラウ
ドストレージプロバイダが提供する複数の専用ストレージノード（つまり、5〜10 ノード）を使用
して、限られた分散を利用します。VAULT の 3 つの重要な設計機能は、

（1）各ファイルを独立したクラウドストレージプロバイダに別々に格納された複数の暗号化ファ
イル部分に分割し、（2）個々のファイル部分へのアクセスをロック解除する暗号化キーを格納す
るユーザー自身のローカルに（3）1 つのクラウドストレージプロバイダのアクセスレイテンシに
50％〜100％を追加するだけで、潜在的な攻撃面の 90％以上を削減します。（すなわち、単一のベ
ンダーからの 100msec のレイテンシと比較して 150~200msec のレイテンシ）。したがって、個々
のクラウドストレージプロバイダの外部セキュリティ違反は、複数の暗号化レイヤーが壊れてい
ても、格納されているファイルの小さな無駄部分にのみアクセスできます。1 人のユーザーからの
データの盗難は、その内部ユーザーの個人用 デバイスとその CRYPTYK ユーザーアカウントが必
要になります。このような場合でも、その特定のユーザーに対して承認されたファイルのみにア
クセスできます。その結果、複数ユーザーの大規模なハッキングは、実用的でも実行可能でもあ
りません。
図 4 は、分散型マルチクラウドファイルストレージプラットフォームの好ましいスプライ
シングおよび暗号化方法を詳細に示しています。VAULT プラットフォームにアップロードされた
個々のファイルを最初に暗号化されており、 その後、N 個 の異なるファイル部分またはスライス
に分割します 。これらの N 個の スライスは それぞれ 暗号化され、 N 個の 第三者クラウドストレー
ジプロバイダ（Amazon S3、Google ドライブ、Rackspace など）に 別々に保存され ます。各ファイ
ルは、 N 個の 独立したストレージプロバイダ にわたって分散された形式 で、ユーザーのパーソナ
ルデバイスまたは セキュアな不変ブロックチェーンネットワークに 格納できる N + 1 個の暗号化
キーを使用して格納され ます 。ユーザーがこのファイルへのアクセスを他の個人と共有する場合、
その個人は共有ファイルの 6 つの暗号化キーにアクセスする権限を持つユーザーアカウントで無
料の VAULT バージョンを受信します。したがって、プラットフォームは、非常に安全なファイ
ルストレージおよびファイル共有サービスとして効果的に動作します。
図 4：VAULT ファイルのスライスと暗号化の方法

典型的なプラットフォームは、5 つのストレージノードまたは独立したクラウドストレージプロバイダ
を使用し、ユーザのパーソナルデバイスにのみ格納された各ファイルに対して 6 つの異なる暗号化キ
ーを生成します。
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パーティ

VAULT プラットフォームは、 サード

のクラウド・ストレージ・ベンダーを 使用す

るときの重大なリスクを取り除き 、シンジケートによる外部からの侵害を回避しつつ利益を得ま
す。さらに、ウイルスソフトウェアがアップロードされている場合 ウイルスまたはマルウェアフ
ァイルは、相互に相互作用して実行可能プログラムを形成することができない、複数の別々に分
割され暗号化されたファイル部分としてのみ存在する。その結果、この分散型設計はウイルスセ
キュリティの脅威に対して受動的に耐性があり、継続的なアンチウイルススキャンに依存しませ
ん。アクセス待ち時間を増やし、頻繁な更新を必要とするソフトウェア。暗号化およびストレー
ジアルゴリズムは、任意の単一のクラウド・ストレージ・プロバイダが動作障害が発生した場合
でも、24 時間 365 日動作の信頼性を保証する（RAID アーキテクチャに類似）リダンダントストレ
ージフォーマットを採用しています。これは、従来の RAID ストレージアーキテクチャ 7 と同様の
方法で、複数のストレージノードにわたってファイル部分に互い違いの冗長性の層を追加するこ
とによって達成することができる 。したがって、VAULT プラットフォームは、エンタープライ
ズに対する 5 つの主要なセキュリティ脅威のうち 3 つ（つまり、外部、ウイルス、および運用）
から受動的に免除され、継続的なデータ保護を確実にするために定期的な製品更新を必要としま
せん。それにもかかわらず、分散ファイルストレージプラットフォームは、内部ソースによるセ
キュリティ侵害や個人間の通信の監視に依然として脆弱です。社内およびサーベイランスの脅威
は、すべての企業、企業、組織にとって大きな懸念事項です。しかし、内部の脅威は通常個々の
一般ユーザーには関心事ではなく、サーベイランス/データ傍受の脅威は依然として主要な脆弱性
です。

4(b). プライベートな許可ブロックチェーンセキュリティプラットフォーム（パ
スポート）
PASSPORT プライベートブロックチェーンセキュリティプラットフォームの目的は、（a）
すべての企業 ID、ユーザーID、ファイル/フォルダ ID、ユーザーアクセスセッション、CRYPTYK
プラットフォームの魔法 URL および運用履歴の永続的で不変かつ監査可能な記録を提供すること
（b）ファイルの作成、削除、編集、レビュー、更新、および共有を含む、すべてのユーザーアク
セスおよびファイルトランザクション情報を一般ユーザー、民間企業ユーザーおよびエンタープ
ライズ管理者にカスタマイズ可能なアクセス許可（不透明度の程度を変えて）で提供すること。
PASSPORT プラットフォームは、Cryptyk プラットフォームの要件に固有の新しいブロックチェー
ンアーキテクチャとプロトコルとして、初めから構築することが好ましいでしょう。しかし、 プ
ライベートブロックチェインモードで構成さ れた Ethereum
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や Hyperledger

9

などのサードパーテ

ィのブロックチェーンアーキテクチャの上に簡単に構築することもでき ます。後者のオプション
は、最も簡単でコスト効率の高いソリューションです。しかし、主要な第三者ブロックチェーン
の現在のバージョンは理想的ではなく、適切かつ安全でスケーラブルな第三者のオプションは現

時点では未知数です。したがって、Cryptyk はハイブリッド分散型プラットフォームの特定のニー
ズに合ったブロックチェーンアーキテクチャのための最も安全でカスタマイズ可能でスケーラブ
ルなオプションを開発または共同開発する可能性が高いです。
カスタマイズ可能な許可されたブロックチェーンアーキテクチャにより、エンタープライズ管理
者は、エンタープライズユーザーのすべての動作と企業が所有するすべてのファイル転送（つま
り、すべての従業員ファイル）を追跡、分析、監査できます。承認されたエンタープライズ管理
者の場合、この細かい可視性は、エンタープライズユーザーを追跡するだけでなく、エンタープ
ライズ従業員が所有または作成したファイルへのアクセスを許可された個々のパブリックユーザ
ーの追跡にも及んでいます。また、エンタープライズユーザー、従業員、個人のパブリックユー
ザーに、ファイル共有履歴と、自分が所有または作成した個人ファイルへのユーザーアクセスを
追跡する機能を提供します。個々のユーザーは、共有しているユーザーの性質に応じて、個々の
ファイルへのセキュリティアクセスのレベルを設定できます。このようなプラットフォーム設計
で、許可された作成者または個々のファイルの所有者が、幅広いカスタマイズ可能なセキュリティ機
能とアクセス許可レベルでファイルのアクセス履歴を安全に共有、監視、追跡することができます。
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個々のパブリックユーザーとプライベートエンタープライズ管理者の両方に対応するプライベ
ート許可されたブロックチェーンセキュリティプラットフォームの設計は、非常にきめ細かいレベル
で設定されたさまざまな変数に対応する必要があります。カスタマイズ可能な不透明な PASSPORT ブ
ロックチェインの設計と VAULT ファイルストレージプラットフォームの細かい特性の組み合わせに
より、個々のファイルアクセスに対するデータの可視性とデータプライバシーをきめ細かく制御でき
ます。パスポートは、個人と企業の両方に、ファイル交換とユーザー活動を、パスポートやビザに類
似した形で永続的に記録し、各国間の個人旅行活動の記録を提供します。その結果、カスタマイズ可
能な検出プロパティを備えたこのブロックチェーン設計は、企業に対する内部セキュリティ脅威の分
析、管理、保護に理想的なセキュリティアーキテクチャを実現します。VAULT ファイルストレージプ
ラットフォームのパッシブセキュリティ機能と組み合わせると、このブロックチェーン/マルチクラウ
ドハイブリッドソリューションは、外部、ウイルス、運用および内部のあらゆるセキュリティ上の脅
威から保護します。
ブロックチェーンの設計の観点から、PASSPORT プラットフォームは、セキュリティ検証の検
証と呼ばれるコンセンサス主導の検証の新しい形態を利用しています。ブロックチェーンコンセンサ
ス設定と検証されたブロックチェーン結果は、SENTRY コアエンジンとバックエンドによって管理お
よび監査されます（第 4e 項を参照）。私たちは 、誠実の証明（Pi）、秘密の証明（Pc） アクセスの証
明（Pa）、姿勢の証明（Pp）および準拠の証明（Pc）として、

Ps = F {f(Pi), f(Pc), f(Pa), f(Pp), f(Pc)}
ファイルまたはユーザーイベントに対するセキュリティの証拠を構成する 5 つの検証プルーフは、次
のように記述されています。
 誠実さの証明とは、ファイルの完全性の検証であり、悪質なアプリケーションやウイル
スコードではないことを証明します（ファイルの解読はしません）。
守秘義務証明書とは、攻撃者がファイルをコピーまたは復号化しようとした際にファイルが
安全であることを確認するものです。
Proof of Access は、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、ジオロケーション、ファイルレ
ベルのアクセス許可、マルチファクタ認可（MFA）の検証機能です。
 姿勢の証明は、ユーザデバイスの指紋スコア、デバイスのセキュリティ姿勢、および脅威保
護分析の検証機能です。
証明の遵守は、コンプライアンス要件、規制要件、法的要件、組織方針、手順お
よび目的の検証機能です。
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CRYPTYK 参加者と CTK マイナー（またはブローカー）は、分散されたコンセンサス主導型
のブロックチェーンエンジンを介して、特定のファイルトランザクションまたはユーザーアクション
に対してセキュリティの検証を正しく行うための CTK トークンに報酬を与えます。

4(c). 分散データベース・マップ（CODEBOOK）
CODEBOOK 分散データベース・マップの目的は、（a）オフライン・バックアップ・コピ
ーを安全に保存することです。ファイル暗号化キー（VAULT に格納された各ファイルの 6 つのキ
ー）は、 （b）すべてのポリシー情報、監査データ、ユーザーログ、レポート、トランザクション
データ、コンプライアンスデータを安全にオンラインで保存することができます。集中管理され
たリレーショナルデータベースなどのデータベースマップには、従来のオプションが多数存在し
ますが、優先ソリューションは、BigchainDB 10 、Cockroach DB 11、 または Hashgraph 12 などのより
安全な分散データベース台帳プラットフォームを使用する必要があります 。セキュリティとカス
タマイズ性の理由から、これらのデータベースプラットフォームは、VAULT プラットフォームな
どの分散ファイルシステムマネージャと PASSPORT プラットフォームなどのプライベート許可さ
れたブロックチェーン元帳との統合に適しています。すべてのファイル暗号化キーのオフライン
データベースマップの好ましいダウンロード構成では、オフラインサーバーへのオンラインファ
イルキャッシュを備えた一方向データベース転送メカニズム（フォトダイオードなど）を使用す
る必要があります。特定のユーザーのために認可されたすべての暗号化キーの時間制限されたコ
ピーへのオンラインリンクを提供することにより、デバイスの紛失または破損した顧客のバック
アップ暗号化キーへのアクセスが提供されます。

4(d). ユーザコントロールインタフェース/フロントエンド（COMMAND）
COMMAND フロントエンドユーザーコントロールインタフェースの目的は、（1）すべて
のユーザーに、高度にカスタマイズ可能で使いやすいインターフェイスを提供して、SENTRY バ
ックエンドエンジンと 3 つの分散ストレージプラットフォームを利用するすべてのファイルスト
レージ、共有およびセキュリティアクティビティを管理し、（ b）平方フィートの通貨（すなわ
ち：米ドル）と Cryptyk トークン（すなわち：CTK）の両方で様々なセキュリティおよびストレー
ジ製品の支払いのための製品購入インターフェースを提供すること。各顧客が購入したソリュー
ションとユーザー（パブリック個人、エンタープライズユーザーまたはエンタープライズ管理者）
の種類によって、さまざまなセキュリティ、プライバシー、可視性、および管理機能が各ユーザ
ーに対して有効または無効にされます。ユーザ制御インタフェースは、CRYPTYK の残りの部分
にアクセスするためのクラウドベースのユーザインタフェースまたはローカルのクライアントベ
ースのユーザインタフェースのいずれかであってもよい。ほとんどの一般ユーザーとエンタープ
ライズユーザーは、シンプルさ、デバイスのモビリティ、データ同期の容易さからクラウドベー

スのインターフェイスを使用することを選択することが予想されます。ただし、エンタープライ
ズ管理者は、組織のプロトコルと手順のためにローカルクライアントベースのインターフェイス
を使用することができます。フロントエンドへのアクセスには、Cryptyk によって開発された
MFA アプリケーション、または Google Authenticator や LastPass などのサードパーティの MFA ア
プリケーションが必要です。本質的には、COMMAND フロントエンドプラットフォームは安全な
ウィンドウつまり透明なガラスのようなもので、一定の粒度で観測を行い、そしてデータはハイ
ブリッド CRYPTYK プラットフォームにあります。
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この機能は、特定のファイル、フォルダ、またはユーザー操作に対するユーザーの種類とエンタ
ープライズポリシーの設定に応じて、さまざまな程度のデータ透過性とプライバシーを提供しま
す。顧客の視点から見ると、COMMAND フロントエンドは、VAULT ファイルストレージプラッ
トフォームと SENTRY セキュリティエンジンの管理を可能にする 2 つの無料のユーザーインター
フェイスとして表示されます。VAULT + SENTRY 2 対 1 の製品バンドルは、完全なクラウドスト
レージとセキュリティソリューションを形成します。

4(e). セキュリティエンジンとバックエンド（SENTRY）
Cryptyk は SENTRY セキュリティエンジンとバックエンドプラットフォームを設計、
開発、展開し、（a） 企業のセキュリティとストレージサービスの代償として CTK トークンのフロー
にトークンマイナーに権限を与えるデータ管理、ロジック処理、ポリシー施行、データ分析、暗号化
エンジンを提供する、（b）COMMAND ユーザーインターフェースと 3 つの（ファイルストレージ
用）、PASSPORT（ユーザー/ファイルアクティビティログ用）、CODEBOOK（ファイルキーバックア
ップ/データベースマップ用）、（c）コンセンサス主導型の Proof of Security プロトコル設定と結果、 d）
エンタープライズ顧客、エンタープライズユーザー、個人向けパブリックユーザー、顧客提携パート
ナー、戦略開発パートナー、オープンソース開発者、トークンセール投資家、CTK マイナーなど、
CRYPTYK プラットフォーム参加者のインセンティブ付与のための CTK エコシステムの責任ある管理
を提供する。

SENTRY は、すべての暗号化、データ検証、データ分析、同期、メッセージング、コンプ
ライアンス、監査、ポリシー実施、データ漏洩防止、ジオフェンシングおよび脅威分析機能を管
理します。その結果、バックエンドは、他のすべてのプラットフォームコンポーネントを取り囲
む追加のセキュリティレイヤーとして機能し、電子メール、チャット、またはトランザクション
を送信するときに監視の脅威からすべてのユーザーを保護します。また、 最も重要なバックエン
ドはまた、顧客の臨床試験、顧客の購入、鉱業の支払い、開発者の支払いを含め、すべての CTK
トークンエコシステムの活動を管理し

、

サード パーティのアプリ開発者、戦略的な開発パートナ

ー、顧客の提携パートナーと Cryptyk 社 が開発した API との相互作用を管理し 、 （Ethereum や
Bitcoin などの）デジタル通貨と米ドルやユーロなどの金額の両方の通貨とのトークン交換が含ま
れます。CTK エコシステム構造の基本的な目的は、CTYPTYK プラットフォームのエンタープラ
イズ採用をインセンティブにして成長させることです
エンタープライズ顧客は、最初にプラットフォームを試用し、カスタマイズされたセキュリテ
ィおよびストレージバンドルのさまざまな機能を 1TB あたり 20 ドルから 30 ドル/月の間で購入するこ
とを選択できます（VAULT、SENTRY および PASSPORT ストレージコンポーネントを含む完全なハ
イブリッド CRYPTYK プラットフォームを購入する場合）。これは、複数のストレージベンダーやセ

キュリティベンダーの同等の従来型ソリューションのセキュリティーコストとストレージコストの合
計の半分以下になると予想されます。さらに、エンタープライズカスタマーにとってはるかに完全な
セキュリティソリューションであり、
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5 つの主要なセキュリティ脅威製品のすべてに対して攻撃を仕掛ける。CRYPTYK ハイブリッドバンド
ルは、Sia や Filecoin などのブロックチェーン専用のファイルストレージプラットフォームと比べて、
セキュリティプロファイル、アクセスレイテンシ、プラットフォームのユーザビリティ、製品機能、
コスト構造の劇的な向上をもたらします。

(4f) エンタープライズ用の追加ストレージ構成
VAULT プラットフォーム用にここで紹介する主要なストレージ構成は 、アマゾンやグー
グルなどの 複数の

サード

パーティのクラウドストレージプロバイダ から複数のクラウドストレー

ジノードを利用しているが 、独自の分散ユーザー暗号化保存法も同様のためのストレージノード
の他のタイプに適用することができセキュリティ上のメリット特に重要なのは、プラットフォー
ムが複数の既存の内部ストレージサーバーをストレージノードとして使用するように構成されて
いる場合です。同じエンタープライズエンティティが所有するストレージサーバーを使用しても、
各ストレージノードが完全に独立したマルチクラウド VAULT 構成のセキュリティレベルは提供
されませんが、このエンタープライズネットワーク構成では従来のエンタープライズサーバース
トレージ方法よりも大幅にセキュリティが強化されます。内部ストレージサーバーネットワーク
上に展開されたエンタープライズネットワーク VAULT プラットフォームは、オンラインマルチ
クラウド構成と比較して、アクセスレイテンシとスループットが向上するはずです。さらに、マ
ルチクラウド VAULT プラットフォームは、エンタープライズネットワーク VAULT プラットフォ
ームと簡単に統合して、内部エンタープライズとクラウド間のデータの移行を容易にするハイブ
リッドストレージプラットフォームを形成することができます。フェデレーションアライアンス
のビジネスで複数のエンタープライズネットワークにわたってストレージノードを使用するその
他のストレージ構成も可能です。にもかかわらず、オリジナルのマルチクラウド VAULT 構成は、
（複数のクラウドストレージベンダーの独立性のために）最も安全な選択肢のままであり、従業
員のモビリティとデータへのアクセス性も優れています。クラウド、ハイブリッド、オンプレミ
スまたはフェデレーションのストレージ構成が実装されているかどうかにかかわらず、VAULT フ
ァイルストレージプラットフォームの基本的な性質はそのまま残ります。具体的には、ユーザー
が暗号化したストレージアーキテクチャのファイル分散型は、VAULT ストレージ構成が外部、ウ
イルス、および運用上の脅威に対して受動的に耐性があることを意味します。

(5). CRYPTYK トークン管理
CRYPTYK デジタルトークン（CTK）は、CRYPTYK ハイブリッドプラットフォームに電力を
供給するために不可欠であり、3 つの分散プラットフォームのそれぞれが相互に通信して、完全な相互
運用可能なセキュリティとストレージソリューションを顧客に提供できるようにします。その結果、

CTK の供給、需要および流通の効率的な管理は、根本的な暗号経済原理に従って、エコシステム全体
の拡張性と収益性の高い成長に不可欠です。デジタルトークンエコシステムを管理するために、
CRYPTYK トークン管理（CTM）プラットフォームはバックエンドエンジンのコンポーネントを形成
します
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SENTRY は図 3 に示したとおりです。CTM プラットフォームの詳細なアーキテクチャは、次のとおり
です。図 5 は、3 つの主要な構成要素、すなわち：
 CRYPTYK Exchange Panel は、シンガポール通貨銀行（名目上は米ドル）のデジタル通貨
ウォレット（CTK、Bitcoin または Ethereum）と連携し、CTK トークン、金銭通貨およびデ
ジタル通貨（USD で固定）のすべての取引を管理します。
 CRYPTYK Cryptyk 製品のアクティベーションを許可し、顧客の請求書と支払いを管理し、
Amazon や Google などのクラウドストレージプロバイダーに支払い（USD で固定）、すべ
ての CTK トークン、フィアット通貨、デジタル通貨の相互作用とフローを可能にするエコ
システムの参加者。
 CRYPTYK プライベート Exchange から CTK で利益を受ける CRYPTYK インセンティブエ
パ

ンジンは、Cryptyk Inc.および CRYPTYK マイナーズ間 CTK で利益を共有している サード
ーティ

のソフトウェア とインタフェースの API を構築するためのソース開発者を開くため

に支払いを行い 、戦略的提携への金銭的なインセンティブを提供します。
図 5：Cryptyk トークン管理（CTM）プラットフォーム
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時間の経過とともに CRYPTYK プラットフォームが成功し、スケーラブルで収益を上げる
には、トークンセールの初期構造を最適化する必要があり、トークンセールのためのスマートコ
ントラクトフレームワークに従って、一定の総 CTK 数を作成してから時間をかけて適切にリリー
スする必要があります。投資家は、合計 7 億 5 千万の CTK を作成した（すなわち、2 億 5,000 万
CTK の初期販売価格で、それぞれ 10 セント前後）のキャップ付き合計の 3 分の 1 または 33.3％を
購入することができます。CTK の 2 億 5 千万または 33.3％は、創業者、投資家、顧問または従業
員であるかどうかに応じて、2〜4 年の権利確定期間にわたってゆっくりとトークンを交換するこ
とができる Cryptyk Inc の株主のために予約されています。残りの 2 億 5 千万の CTK は、Cryptyk
Foundation と呼ばれる非営利組織によって配布されるプールに予約されています。Cryptyk 財団は、
ルールを管理し、CTK マイナーと Cryptyk Inc.の間の顧客収益から利益を分担する Cryptyk インセ
ンティブエンジンの設定を最適化します。Cryptyk Foundation は、オープンソース API 開発者への
将来の報酬のために、戦略的提携顧客、将来の研究開発プロジェクト、公共トークン販売の運営
コストの支払いなどが含まれます。この 3 ウェイトークン生成構造は、戦略的提携の顧客によっ
て Cryptyk 製品の迅速な判断と採用を確保するため、および

サード

パーティの API の開発者との戦

略的開発パートナー によるプラットフォーム機能のオープンソースの開発を奨励することを意図
しています 。
トークンの総数は、最初のトークン発行時に 7 億 5,000 万に制限されています。その結果、顧
客の採用の単純なプロセスは、Cryptyk 財団によって実施された責任あるガバナンスと実用的なトーク
ン経済戦略を前提にしています。すべての発行されたトークンの 33.3％を所有する Cryptyk 財団の非営
利団体の根本的な目的は、CTY コミュニティ全体が CRYPTYK プロジェクトに関与し、インセンティ
ブと報酬を規制する公的に透明な方法を提供することです。また、継続的なプラットフォーム開発お
よび顧客の採用によってのみ増加することができる、CTK 市場における適切な程度のトークン不足お
よび金融流動性を提供することを意図している。結局のところ、これは短期的な CTK 価値の変動性を
少なくし、エンタープライズ顧客のプラットフォーム採用に基づく CTK 価値の長期的な大幅な成長を
もたらすはずです。
Cryptyk 財団は、Cryptyk 製品の市場導入を促し、オープンソース開発者コミュニティの成長を
促進し、将来のプラットフォーム開発プロジェクトに資金を提供するために、アライアンス顧客と戦
略的開発パートナーにトークンの小包を認可し配布します。また、スマートコントラクトの開発、為
替リスティング、従業員/チームの賞与、組合および管理コストの支払いを含む、すべてのトークンの
販売コストとインフラストラクチャのセットアップ費用を調達します。2 億 5,000 万トークンの
Cryptyk Foundation プールは、販売を通じて完全に支出されることが予想されます

21

最初のトークン販売から 4 年以内に取引所に上場します。それまでは、Cryptyk 財団発行のトークンは
すべて、成長する CTK 投資家、開発者および顧客コミュニティ内で流通するべきです。
Cryptyk Foundation は、Cryptyk のオープンソース開発者コミュニティを、個々の API 開発者と
ソフトウェアコーダのための CTK インセンティブで、プラグインベースで拡張します。Cryptyk Inc、
Cryptyk Foundation、および CTK Miners（EThereum ブロックチェーンプロトコルに基づいているプラ
ットフォームの場合、実質的に Ethereum マイナーである可能性があります）との利益分配契約の見直
しを担当します。Cryptyk Inc と CTK Miners は製品販売から生じる利益の大部分を共有していますが、
Cryptyk Foundation はインセンティブエンジンの利益の一部を受け取り、すべての参加者への配布のた
めの CTK のプールが常に十分にあることを保証し、エコシステムはスケールする。Cryptyk Foundation
は、Cryptyk Inc、Alliance Customers、Open-Source Development Partners の上級メンバーを含む取締役会
によって管理される予定です。完全なトークン管理エコシステムは、企業顧客にとってコスト便益を
提供し、すべての非顧客参加者に対して正のトークンフローを提供するのに理想的です。スケーラブ
ルな製品採用は、CTK のすべての所有者のトークン価値の長期的な大幅な増加に直接つながります。
CTK 価値の長期的な大幅な成長は、投資家、顧客、開発者、マイナー、提携パートナーにとって大き
なメリットをもたらします。

(6). 暗号経済とトークンバリュー分析
CRYPTYK プラットフォームは、分散型ネットワークアーキテクチャのための 2 つの異な
るが無料のビジネスモデルを含むウイルス暗号経済モデルを利用する。分散型マルチクラウドプ
ラットフォームをファイルストレージおよび共有に使用する主なメリットは、信頼性の高いクラ
ウドストレージベンダーからのアクセスレイテンシの最小化、攻撃面の最小化、スケーラビリテ
ィの高さ、高いデータ耐性およびコモディティレベルの価格設定です。このマルチクラウドファ
イルストレージプラットフォームは、エンタープライズ従業員と外部顧客およびクライアント
（Cryptyk Inc.の無料または有料顧客のいずれかになります）とのファイル共有によるウイルスの
採用を奨励します。重要なのは、すべてのファイル保管コストは、米ドルやユーロなどのローカ
ル金額通貨で固定されていることです。
分散したプライベートブロックチェーンプラットフォームを使用してユーザーアクセスとファ
イル追跡/監査のアクティビティを管理することの主な利点は次のとおりです。
 エンタープライズ内および企業とその顧客との間のすべてのユーザーアクセスおよびフ
ァイル共有アクティビティの永続的な不変レコードへのカスタマイズされたアクセス権の
あるアクセス。
 すべてのユーザーアクセスおよびファイル共有イベントの分散、拡張可能、不変の元帳
データベースを使用して、内部および監視のセキュリティ脅威をすべて管理するための攻
撃対象を縮小し、
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 アライアンスパートナー、オープンソース開発者および CTK 投資家の協力的なコミ
ュニティを通じた Cryptyk 製品およびサービスの初期試用と導入を促進するための初期
ユーザーベース
暗号化またはトークンの交換に記載されているように、CTK トークンの価値の成長に投機
的な投資を促す、セキュリティとストレージサービスのための CTK トークンのユーティリ
ティと交換を促進するネットワーク効果
 投資家からの CTK 価値の短期的な投機的変動にかかわらず、エンタープライズ顧客の顧
客採用の増加に伴う CTK 価値の長期的な成長は避けられません。
CTK エコシステムとそのすべての参加者にとって、これらのメリットを推進するうえで重要な
のは、Cryptyk Inc.が提供するエンタープライズセキュリティおよびストレージサービスのすべての価
格設定が、米ドルやユーロなどの固定通貨で固定されていることです。さらに、顧客は、CTK または
金銭の通貨のいずれかを使用して、セキュリティおよびストレージサービスを支払うことができます。
顧客がフィアット通貨で支払うことを選択した場合、これは Cryptyk トークン管理プラットフォームの
Exchange パネルを介して自動的に CTK に変換されます。その結果、CRYTPYK プラットフォームとそ
のサービスを CTK またはフィアット通貨のいずれかで使用するために支払うことにより、トークンの
需要が増加し、CTK の価値が上昇します。さらに、この設計は、顧客による長期間にわたるサービス
のために先行して支払うべき CTK トークンの大量の事前購入を奨励する。

たとえば、6 ヶ月間のセキュリティとストレージサービスで月額 10 万ドルで CTK トークン
を 60 万ドル購入するとします。顧客がこれらのサービスに対して CTK を事前購入し、月額ベー
スで CTK で支払う場合、CTK トークンの価値は 6 ヶ月間にわたって 2〜3 倍に増加する可能性が
あります。すべての価格設定が USD で固定されているため、CTK の月額料金は 2〜3 倍の価値が
下がっています。その結果、CTK トークンを事前購入することは、セキュリティとストレージサ
ービスの経費を恒常的に削減することを意味する可能性があります（顧客の採用の増加によるト
ークン値の増加を前提とします）。アライアンスパートナーのような非常に早い段階の顧客は、
最終的にはすべてのクラウドストレージとセキュリティサービスのためにドルで支払うことにな
ります。最終的に、トークンの有用性が高いほど、製品価格と CTK 価格の面で顧客と投資家にと
ってより価値が高くなります。
ほとんどの暗号通貨とデジタルトークンのエコシステムにおける最大の問題の 1 つは、
投資としての投機的な使用と比較して、コインまたはトークンでの有用性の欠如です。その結果、
多くの暗号化通貨とデジタルトークンは、公的機関トークンや販売用製品ではなく、証券として
政府規制機関によって分類されています。たとえば、主要な暗号通貨ビットコインは、小売業者
から小売商品を購入する際にクレジットカードやデビットカードの代わりに開発されました。
Bitcoin は、小売購入のコストを 5-6 倍削減します。Bitcoin 取引は、通常、銀行とクレジットカー

ド会社から請求されるトランザクションあたり 2.5％〜3％ではなく、トランザクションあたり
0.5％〜0.6％の費用がかかります。残念ながらエコシステムの大きな問題は、商人が顧客ではなく
既存のクレジットカードの料金を支払うことです。ビットコインの支払いを受け入れる加盟店は、
取引手数料を 2％節約でき、
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恩恵を顧客に渡すかどうかを選択します。しかし、ほとんどの小売商人は、ビットコイン支払いを要
求する十分な顧客を観察できた場合にのみ、ビットコインを受け入れます。小売商品の価格弾力性を
考えると、取引コストの数パーセントの節約は、通常、大規模な小売業者の採用を促進するには十分
ではありません。したがって、ビットコインで入札したい潜在的な顧客の非常に大きなプールを構築
しなければなりません。ギャンブルや違法な商品の支払いなどの匿名主導型アプリケーションのビッ
トコインの使用を無視して、正規の消費者が正規の小売商品を支払うために使用するビットコインの
13
実際の金額は 、合計として高くない （ビットコイン時価総額）。したがって、ビットコインは、投
機的な投資としての主な用途と比較して、リテール取引の製品ユーティリティのレベルが非常に低い。
ビットコインの主な用途は投資の安全保障であるため、調整可能な流動性プロセスや製品ユーティリ
ティの欠如は、投資家の感情に応じてビットコインの価格が大きく変動する可能性があることを意味
します。
対照的に、CRYPTYK エコシステムは、長期的に CTK 値の必然的な価格上昇を促し、顧客の採
用が増加するにつれて直接的にスケールアップする高プロダクトユーティリティ向けに設計されてい
ます。投資家は、価値が企業や資産のセキュリティではなく CTK 値で表されるエンタープライズ製品
に投資しています。Cryptyk Inc.は、このエンタープライズ製品を提供し、CTK トークンまたは USD を
自動的に受け入れる唯一の商人です。その結果、CTK エコシステムでは商人の採用は不要であり、顧
客の採用は、よりセキュアでシンプルで安価なクラウドストレージとセキュリティ製品のエンタープ
ライズ市場における大規模な需要によってのみ推進されています。さらに、Cryptyk 財団による CTK
のエコシステムへの手動注入は、投機的ボラティリティに対抗するために CTK の市場流動性を調整す
る効率的な方法を提供する。

Cryptyk 財団は、ビットコイン（マイニングプロトコルの対象となるエコシステムに放出さ
れるコインの量が自動的に減少する）とは対照的に、現在の市場に応じて、顧客、開発者、マイ
ナーにトークンをリリースするレートを手動で増減できます条件とエコシステム評価。これは、
投機的な投資家や悪い俳優の結果として、CTK 値の偽の市場変動と大きな価格スパイクに対抗ま
たは最小限に抑えるように作用します。非営利の Cryptyk Foundation は、顧客の採用を奨励し、オ
ープンソースの開発者コミュニティを成長させ、長期的な CTK 値を数桁増加させ、市場価値の偽
りの変動を安定させるために行動します。
トークン使用の経済モデリングは、長期的に CTK トークンの製品ユーティリティが総
CTK 時価総額の 75％にまで達し、残りの 25％のトークンが投機目的で投資家によって使用される
こ と を 示 唆 し て い ま す 。 CTK コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 （ 顧 客 、 開 発 者 、 投 資 家 を 含 む ） に よ る
CRYPTYK プラットフォームの使用は、最終的に CTK 価値の安定した長期的な成長を促進する責
任があります。合理的な評価によって、CTK トークンは、投資証券または暗号化通貨としてでは
なく、真のユーティリティトークン（または販売用の製品）として定義することができます。

(7). 実験結果
シンプルな UI を備えた CRYPTYK ハイブ

図 6：測定されたレイテンシとノード番号

リッドプラットフォームとエコシステムの試作版
は、Cryptyk Inc によって構築され、3 ヶ月間のテ
スト評価期間に 40 を超える招待されたサイバーセ
キュリティの専門家によってテストされました。
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操作を測定し、ノード番号の範囲（n = 3,4,5,6,7,8）について分析した。図 6 は、各ノード構成の 5
つのアップロードの統計サンプルのノード数に対する平均アクセスレイテンシの測定値を示して
います。130 秒から 590msec まで増加する秒のレイテンシが、3 から 8 までの範囲のノード番号で
観察された。これは、単一ノードクラウドストレージプロバイダで観測された 50~200msec のレイ
テンシに匹敵する。8 ノードでも許容可能なレイテンシが達成されていますが、アクセスレイテン
シが小さく、攻撃対象が減少する理想的なスイートスポットは 5 または 6 のストレージノードで
あることが確認されています。

(8). 結論
企業のセキュリティとストレージのためのハイブリッド分散アーキテクチャが設計され、
詳細に説明されています。限られたユーザーインターフェイス機能を備えた CRYPTYK プラット
フォームの簡略化されたプロトタイプバージョンが構築され、セキュリティパフォーマンスとア
クセス待ち時間の動作がテストされました。従来の集中型セキュリティおよびストレージソリュ
ーションと比較した場合、ハイブリッド分散型プラットフォームでは、セキュリティプロファイ
ルの大幅な向上と攻撃面の大幅な削減が確認されています。このプラットフォームは、3〜8 個の
ストレージノードを使用する構成の場合、サブセカンドレイテンシも低くなっています。これは、
Sia や Filecoin などの他のブロックチェーンストレージプラットフォーム（長時間のバックアップ
アプリケーションにのみ適しています）の 10-20 秒のレイテンシよりもかなり使いやすく、セキュ
アなファイル共有、ライブ編集などのリアルタイムエンタープライズクラウドアプリケーション
を可能にします。チャット。CRYPTYK エコシステムはまた、トークン交換を通じて発生するネ
ットワーク効果から利益を得ます。ファイル共有活動。その結果、ハイブリッドアーキテクチャは、
エンタープライズクラスのセキュリティおよびストレージアプリケーションのセキュリティ、パフォ
ーマンス、待ち時間のユーザビリティ、コスト効率の要件を示します。

トークン管理エコシステムとトークン経済のインフラストラクチャも、エンタープライズ
顧客、個人消費者、デジタル通貨マイナー、オープンソース開発者、戦略提携パートナー、トー
クンセール投資家、Cryptyk 株主にとって時間の経過とともにますます高まるインセンティブを提
供しています。アーキテクチャの財務上の有効性は、増加した CTK の支払いと使用に対するすべ
ての参加者インセンティブの共通の調整によって支えられ、その結果 CTK の価値が高まります。
Cryptyk 製品を採用する顧客が増えるほど、CTK トークンは希少性と価値が高まるでしょう。5〜6
個のクラウドストレージノードを使用する完全な機能を備えたハイブリッドプラットフォームは、
すべての中小企業および大企業にとって理想的なセキュリティおよびストレージソリューション

を作成します。また、CTK 投資家、マイナー、ベンダー、アライアンスパートナー、オープンソ
ース開発者にも大きな金銭的な機会を提供します。CRYPTYK プラットフォームアーキテクチャ
とトークンエコシステムは、大企業などのための重要なセキュリティとストレージの問題を解決
する真の完全でスケーラブルで費用対効果の高いソリューションを約束します。CRYTPYK プロ
ジェクトの次のステップは、最初に公的に取引された 10 セントの価格で、7 億 5000 万の生成され
たトークンの 3 分の 1 を投資家にトークンセールを開始することです。段階的なトークン販売を
成功裡に実行すると、製品開発に約 2,000 万ドルが提供され、当初はエンタープライズ採用によっ
て数十億エコシステムへの成長の可能性を持つ 7,500 万ドルのエコシステムが作成されます。
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