
VAST トークンのご紹介
これまでにないレベルの検証可能性やアクセシビリティ、
セキュリティ、透明性によって、世界中の市民が
オンラインで投票を行えるようにします
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VASTトークンの概要

VASTトークンとCastIronプラットフォームによって、世界中の市民や組織、政府は非常に高
いレベルの検証可能性、アクセシビリティ、セキュリティ、透明性を備えたオンライン投票
に容易に参加する事が可能となります。投票プロセスの統合性、投票者の選択の機密性、結
果の妥当性を民間と公共部門の選挙のどちらに対しても保証することによって、VASTトーク
ンとそのプラットフォームは投票の有効性を改善していきます。

VASTトークン

VASTトークンは、Votem社によって発行されるEIP-20準拠のデジ
タルトークンであり、投票システムの4つの要素
(Verifiability、Accessibility、Security、Transparency)にちなんで
名付けられました。このトークンにより、個人や組織はCastIron
プラットフォームおよびその機能をセキュアに利用する事が可能
となり、選挙およびその付随的活動をうまく運営する事ができる
ようになります。

CastIronプラットフォーム
弊社のモバイル投票プラットフォームであるCastIron™は、投票
を運営するためのアプリケーション機能をご提供します。このプ
ラットフォームでは、投票者匿名化技術スキームや検証可能性の

数学的証明を利用することによって、高度なモバイル機能やプラ
イベートなブロックチェーンフレームワークを追加検証のための
パブリックなサイドチェーンに結びつけます。そして、このすべ
てがVASTトークンによって実現されることになります。

Proof of Vote - エンドツーエンドによる検
証可能(E2E-VIV)プロトコル
VotemのパブリックなProof of Voteプロトコルは、有効な投
票集計結果に対して、反論の余地のない証拠を提供することを
目指します。これにより、投票結果はユーザーによって意図さ
れ、第三者の検証に立証された通りの結果となり、そのことが
投票者や選挙管理委員会、その利害関係者の利益となります。

VASTトークンセールに関するより詳しい情報につきましては、
弊社公式ウェブサイトで入手可能です。

www.votem.io
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「投票権を行使するために、多くの勇敢な市民が文字通り自らの人生を危険にさらすのを目
の当たりにしたことは、私に強烈な印象を与えました。カンボジアに住んでいたことありま
したが、そこでは腐敗が横行し、真の意味での政治的透明性は存在していませんでした。カ
ンボジアやイラクのような国が世辞的な透明性や選挙プロセスに対して問題を提示するのを
直接目の当たりにすることによって、私はVotemのブロックチェーンベースのモバイル投票
プラットフォームの顧客価値を理解するようになりました。」

- 米国陸軍将校による海外勤務の回顧

中立的な選挙監視人と投票技術の一定の
進歩にもかかわらず、電子投票を100%正確に検証
するための世界的に認められた方法は未だに存在していませ
ん。このことは、労働組合や教育委員会から国の方向性を決定
する市民選挙に至るまで、あらゆる種類の公職選挙と民間選挙
の両方に大きな影響を及ぼしています。公職選挙側だけ見て
も、2017年は21世紀で最悪の民主主義の危機を目撃することに
なりました。ベネズエラの大統領は、選挙結果が実際の集計と
異なると発表して「不正」な選挙で勝利を主張しました。選挙
用の機械を提供した企業は、前代未聞の早さで、発表された結
果が機械によって集計された本当の結果とは異なると公言しま
した。一方、ケニアでは大統領選挙で不適切な報告があったた
め、最高裁判所は選挙結果を完全に無効なものとし、新たに選
挙をやり直すよう要求しました。どちらの国においても、当局
が選挙結果を検証できないということが大規模な抗議だけでな
く暴力をもたらす結果となりました。

投票者からの信用は、健全な民主主義的プロセスにとって基本
的なものとなっています。そのため、投票者からの信用がない
場合、投票結果はその参加者にとってほとんど価値がないもの
となってしまいます。ベネズエラやケニアの場合のように、政
府機関や個人は大抵の場合において信用できないということが
分かりました。その結果、民主主義的プロセスにおける有権者
の信頼は急激に低下しており、このことが大きな市民問題と
なっています。

選挙管理機関や個々の投票者が独立して容易に検証できるプロ
セスこそが、民主主義的な意思決定をより高い信頼性、正確
性、説明責任へと推し進めていくための唯一かつ真の解決策と
なります。

Votemでは、紙ベースの直接的な選挙の安全性と検証可能性を
上回るようなリモート電子投票システムの設計と構築にゼロか
ら専念してきました。この種のシステムによってのみ、ハッキ
ングやプライバシーの問題に対してオンライン投票の普及を加
速させることが可能となります。

2016年の選挙
アメリカ人のわずか29%の
みが、全国的な投票が意図
した通りに集計されている

と回答しました。 
アメリカ人のわずか66% の
みが自らの投票が意図した
通りに集計されていると回

答しました。

政府に対する信用は低下し続けています

そして、信用度は過去にないほどの低さを保ったままとなっています

信用の危機

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/30/fear-of-violence-hangs-over-venezuela-assembly-election
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/kenya-supreme-court-annul-elections-170902115641244.html
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選挙には厳しい規制がかけられていること
あらゆる市、群、州、国において、公職選挙は有権者の本人確
認から投票の運営方法、時期、場所に至るまでのシンプルなプ
ロセスを定義する規制のパッチワークによって管理されていま
す。同じことは、大規模な団体や労働組合などの民間組織にも
当てはまります。

グローバルスタンダードの欠如    
選挙は特定の管轄区域に対して「ローカル」なものであるた
め、真の意味での投票のグローバルスタンダードが存在してい
ません。このような欠如こそが、この市場において大規模なプ
レイヤーが存在しない大きな理由の1つでもあります。それぞの
国と地域の要件すべてを単一のグローバルプラットフォームに
調和させることは非常に困難なことになっています。

オンライン投票の普及を妨げるこのような障害を克服する取り
組みとして、Votemは、自社の技術的なアプローチとともに、
トークンの入手と利用に関わる当事者のグローバルコミュニ
ティを構築し、CastIronプラットフォームの活用と拡大を行っ
ていくことをビジネス戦略としています。

選挙はミッションクリティカルなプロセスで
あるということ
障害があった場合に高いペナルティを課せられることになるた
め、ほとんどの選挙管理団体はリスクを冒したり、新技術を含
めた新しいアプローチを試したりすることを望みません。投票
においてプロセスの統合性は結果と不可分のものであり、選挙
管理機関の役割は公平かつ透明性の高い信頼できるシステムと
みなされるということを考慮すると、プロセスに関するいかな
る問題も必然的に選挙管理機関の躊躇をもたらすことになりま
す。

選挙の複雑さ
制定法に従った選挙の組織および運営は、人々が考えるよりも
はるかに複雑であり、ほとんどすべての選挙の中核となる「一
人、一票」という基本的な考えをはるかに超えたものとなって
います。例えば、アメリカのある群のたった1回の選挙でさえ
も、4,988の投票区、4,523か所の投票所、306名の候補者、142
の事務所、58地方の法案、2つの群の法案、17の州の法案、そ
して607の投票集団を支援するために4,251万ドルもの資金が費
やされました。つまり、投票プラットフォームには、投票区に
基づいて各有権者が正しく投票を行えるようにし、適切な方法
で結果の集計を行い、投票結果を正確に報告できるということ
が求められているということになります。

モバイル取引が世界的に普及してからすでに長い時間が経過しています。20億台近くものス
マートフォンが世界中で使用されており、銀行業務、支払い、ショッピング、さらには納税
申告までが大規模かつ急速にデジタルで行われるようになってきています。しかし、投票は
未だに過去に固執し続けており、紙や人の支援、ネットワーク化されていないハードウェア
に依存しています。これは、単に努力や投資が不足しているからというわけではありませ
ん。数十社近くもの企業や起業家たちが過去10年間を通してオンライン投票を導入しようと試
みてきましたが、オンライン投票数は従来型の投票方法と比較すると微々たるものでした。

オンライン投票の大規模な導入の障壁として、以下のようなものを挙げることができます。

グローバル市場の課題

http://vsap.lavote.net/wp-content/uploads/2017/09/VSAP-RFP-Phase-1-vFINAL-with-Attachment-A-09-18-2017.pdf
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投票者からの信頼を生み出す公平かつ自由な選挙を保証するために、電子的かどうかにかかわ
らず、投票システムには4つの重要な要素が必要となります。その4つの要素こそが、検証可
能性(Verifiability)、アクセシビリティ(Accessiblitity)、セキュリティ(Security)、透明性
(Transparency)です。このような目標は、アメリカの自主的投票システムガイドライン
(Voluntary Voting System Guideline, VVSG)やEUの電子投票のための法律、運用および技術
標準に関する専門家委員会(Committee of Experts on Legal, Operational and Technical 
Standards for e-voting、CAHVE)のCM/Rec(2017)5の見解と一致しています。

Verifiability(検証可能性)
デジタルな受領書と公示を組み合わせることによって、有権者
の匿名性を全く犠牲にすることなく、自らの投票が意図した通
りに疑いなく投じられ、その後有効な投票として集計され、失
われたり改ざんされたりする票がなく、投票が適切に集計され
たということを有権者が確認出来るように、十分な検証データ
が公開されることになります。エンドツーエンドの検証可能性
(E2E-VIV)というこの考えは、ブロックチェーンと組み合わせる
ことによって、選挙の統合性の保持と集計正しさという暗号学
的な証明を提供する反論の余地のないデジタルチェーンを作り
出すことができます。要するに、ブロックチェーン技術を適切
に応用することによって、見えないところで投票が集計される
というブラックボックスのプロセスを盲目的に信頼する必要が
なくなり、正確さを期待することができるようになります。そ
して、結果をすぐに確認することも可能となります。

Accessibility(アクセシビリティ)
4759万3000人のアメリカ人を対象にしたアメリカ国税調査局に
よる調査では、2014年に投票を行わなかった理由が調べられま
した。その結果、回答者の53%が主な理由として「投票所に行
くことができない」と答えました。2016年の夏に弊社が実施し
た調査を含め、複数の他の全国調査でもこの結果と一致してい
ました。Votemは、サービス提供対象となる投票行為を行う市
民のダイナミクスによって導かれています。そのような市民の
中には、ニーズとして資料の入手のしやすさや可読性を求める
高齢者、独立したプライベートかつセキュアな投票を可能にす
る公平かつ敬意に満ちたサービスを期待する障害者、モバイル
ライフスタイルにマッチした投票オプションを求める仕事に忙
殺されている専門家、言語的な補助や投票の支援に依存する文
化的および民族的バックグランドを数多く持つ市民などが含ま
れています。

さらに、まだ考慮されていないようなニーズを持つ人々も今後
現れてくる可能性もあります。

Security(セキュリティ)
いかなる選挙制度にとっても、セキュリティが最大のリスクで
あることは疑いようがないでしょう。セキュリティは、投票の
統合性や投票者の選択の機密性、そして意思決定のための最も
基本的な民主主義的な基盤の尊厳を表します。ハッキングの疑
惑は2016年のアメリカ大統領選を揺るがし、外国当局による改
ざんに対する懸念が高まり続けています。Votemのプラット
フォームでは、投票記録が改ざんの影響を受けないということ
を完全に保証します。

Transparency(透明性)
選挙の正当性を公に検証できるようにするためには、弊社のプ
ラットフォームによって正しく票の集計を行うというだけでは
不十分です。選挙をオンラインで行えるようにすることで、透
明性の基準も高めることができます。暗号通貨の専門家から認
証機関や一般大衆に至るグローバルコミュニティは、弊社のプ
ロトコルとドキュメントに対して吟味、精査、強化を行い、最
終的にはそれらを活用していくことになります。透明性
は、Votemの取り組みの中核となる信条としての選挙プロセス
そのものを超えて拡大していきます。これこそが、オープンか
つ検証可能なソフトウェアやプラットフォーム、プロセスに対
する真のコミットメントであり、単なる検証可能な選挙として
の透明性を超えたものなのです。

プラットフォームの設計目標 - V.A.S.T. 

https://www.census.gov/topics/public-sector/voting.html
https://votem.com/wp-content/uploads/2016/11/The-Future-of-Voting-Study.pdf
https://www.nist.gov/itl/voting/appendix-definitions-words-special-meanings-vvsg
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Votemの包括的なソリューション

選挙の運営の複雑さを理解していない技術に精通したブロックチェーン起業家と従来型の投票
方法に大きく依存している既存の投票システムメーカーの間に、Votemは自らを位置付けて
います。弊社のアプローチは、有権者の行動と選挙管理人や議員の要求の両方を深く理解する
ことに根ざしています。

弊社のソリューションには4つの重要な要素が含まれており、VASTトークン保有者の方はそ
のそれぞれを活用できるようになります。その4つの要素とは以下のようなものになります。

CastIronモバイル投票プラットフォーム
これは、投票管理システム(Election Management System, EMS)
を提供するアプリケーションレイヤーであり、オンライン投票
のサポート機能に関連しています。

“Proof of Vote”プロトコル
このオープンに吟味されたプロトコルは、分散型元帳技術を使
用したエンドツーエンドの検証可能な選挙を実施するための詳
細な方法を提供します。

VASTトークン
このトークンは、CastIronソフトウェアプラットフォームに対
してロールベースのアクセスを提供します。

ブロックチェーン
弊社のプロトコルとアプリケーションはプライベートなブロッ
クチェーンフレームワーク上で稼働し、追加検証やリアルタイ
ムで検証可能な投票記録を作成するためにパブリックなサイド
チェーンを利用します。

CastIronプラットフォーム - アプリケーション

VASTトークン - アクセス

Proof of Vote - プロトコル

パブリック
サイドチェーン

プライベート
ブロックチェーン

信頼性のある
ノード

「信頼出来るブロックチェーン投票ソリューションを構築するという点で、
Votemは競合他社の遥か上をいっています。今後、Votemやその競合他社に
よって構築されたシステム上で投票の集計を行う投票区が現れ、ブロックチェー
ンに投票のトランザクションを適切に記録するということは今世紀内に普遍的な

ものになると私たちは考えています。」
– P.H. Madore, Cryptocoinnews:
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CastIron™ モバイル投票プラットフォーム

CastIron™ モバイル投票プラットフォーム
CastIronモバイル投票プラットフォームは、ブロックチェーン
ベースの選挙管理システム(EMS)であり、選挙を運営するための
アプリケーション機能を提供します。CastIronへのアクセス
は、プラットフォームの様々な機能をアンロックするVASTトー
クンによって保護されます。

CastIronは、単一機能のアプリケーションプラットフォームに
なるようにデザインされており、複数言語サポートや地域管轄
区域サポートによって様々な投票スタイルや集計方法を取り扱
うことが可能となっています。その拡張性の高さにより、VAST
トークン保有者はVotemコミュニティやエコシステムの一部と
して言語や地域の法律などに対してプラットフォームの拡張を
行うことができます。

プラットフォームは、以下の要素を使用してProof of Voteの実
装を行っています。
(a)プライベートかつパブリックな分散型元帳フレームワーク
(b)投票者匿名化技術スキーム
(c)高度なモバイル技術
適切な米国および国際的な選挙認定基準を確保することによっ
て、Votemは法律に完全準拠した投票プラットフォームを活用
できるという恩恵をVASTコミュニティが実感できるようにしま
す。CastIronコンポーネントの詳細については、以下の節でさ
らに詳しく説明していきます。

CastIronプラットフォームは以下のもので
構成されています:

(a) ブロックチェーンプラットフォーム
テクノロジー・アナリスト企業であるガートナーの最新レポー
トによると、長期的な「勝利を収める」ブロックチェーンプ
ラットフォームはまだ導入されておらず、イーサリアムや
HyperLedgerを含めた既存のブロックチェーンプラットフォー
ムのすべてに長所と短所が存在しています。そのため、弊社の
ブロックチェーンフレームワークのアプローチは実用主義に根
ざしています。

現在の弊社のブロックチェーンでは、Tendermintフレームワー
クが活用されています。しかし、投票システムでは、パフォー
マンス、コスト、規模、プライバシーの要件が厳しく、既存の
ブロックチェーンプラットフォームではこのような特徴に沿っ
た強力な保証を提供するものはありません。そのため、弊社で
はユニークなハイブリッド型のブロックチェーンアーキテク
チャを採用する予定となっています。

弊社のアーキテクチャは、ユーザーの幅広いニーズに対応する
ために必要となる柔軟性を提供するようにデザインされていま
す。このアーキテクチャの基本レイヤーは、パブリックなブ
ロックチェーンを基盤としており、現時点ではイーサリアムを
ターゲットとしています。イーサリアムは、弊社のユーティリ
ティトークンを発行し、選挙を開始するために使用される基盤
として機能します。これにより、CastIronはEIP-20(ERC-20)トー
クンを中心に構築された広大なエコシステムだけでなく、ユー
ティリティトークンを管理するために既存のフレームワークを
活用することが可能となります。

100%検証可能

政党、支持団体、選挙監視組
織が独立して投票を検証し、
投票者は自らの投票が正しく
集計されていることを確認す
ることができます。これによ
り、信頼を確保し、選挙腐敗
の帽子を図ることが可能とな
ります。

耐障害性

投票記録は分散ネットワーク全
体に保存され、選挙が決められ
た時間100%稼働できるよう
に、改ざんや機械の故障に耐性
のあるフォールト・トレラント
なシステムを構築することが可
能となります。

監査可能

投票記録はリアルタイムで検
証され、複数の監査性レベル
を提供する不可逆的なリアル
タイム監査ログを作成するこ
とが可能となります。

変更不可能

選挙データは変更不可能な形
で保存され、投票ごとにより
一層強化されていきます。こ
れにより、ハッキングや投票
操作の恐れから解放されたセ
キュアな選挙を実現すること
が可能となります。

https://www.gartner.com/webinar/3805664
https://tendermint.com/
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投票ブロックはネットワーク
内の関係者に提示され、検証
のためにチェックされます

ネットワーク内の
関係者は投票が有効で
あることを確認します

ブロックがブロック
チェーンに追加され
ます

ブロックチェーン上の票
は、勝者を決定するため
に集計されます

CastIron™ モバイル投票プラットフォーム

アーキテクチャの柔軟性は投票プロセスそのものがどのように
行われるかに由来しており、選挙の要件に応じてオンチェーン
またはオフチェーンのいずれかで直接行われることになりま
す。規模とコストがアプリケーションの要件を満たしている場
合、選挙管理機関の裁量により、基盤をなすパブリックなブ
ロックチェーン上で選挙を直接開催することもできます。イー
サリアムで最近使用されているzksnarkプリミティブは、一定の
プライバシー保証のための基本的な構成要素を弊社に提供して
くれます。

プライベートブロックチェーンを基本レイヤーに結合すること
によって、弊社は要求の厳しい選挙シナリオにも対処していく
予定です。このようなアプリケーションでは、選挙がパブリッ
クブロックチェーン上で開始されるたびに、対応する専用のプ
ライベートブロックチェーン用の初期ブランチポイントとジェ
ネシスブロックが作成されます。このプライベートブロック
チェーンのメンテナンスは、どれほど複雑なものであっても、
選挙管理機関の要件に完全に準拠した形で行うことができま
す。その後、選挙の終了時に、投票の集計がパブリックブロッ
クチェーンに返送されます。結果として生じるプライベートブ
ロックチェーンは、必要に応じてバブリックにすることが可能
です。

(b) 投票者匿名化スキーム
改ざんや投票者への強制の恐れのない公平な選挙を実施するた
めに、投票は信頼できない当事者による検査から保護され、投
票者の匿名性が保証されなければなりません。このような保護
を弊社のモバイル投票プラットフォームの基盤にするため
に、Votemではエンドツーエンドの投票プロトコル(公開予定の
プロトコルペーパーを参照)の開発を行っており、EIGamal、し
きい値暗号、Mixnet技術のような暗号化スキームを活用してい
ます。

選挙の複雑な要件や記入投票の統合、効率的な集計、普遍的な
検証可能性などに対応できるようにプロトコルを柔軟にしてい
くために、Votemは現在開発されている匿名化スキームの範囲
を超えて展開していきます。

投票者は票にマーク
をつけ、提出します

投票者の選択は
ブロックとして
表されます

ブロックチェーン上での投票

「Votemは、信頼出来るブロックチェーン
投票システムを構築する上で重要な

マイルストーンを築き上げてきました」
- Angela Scott-Briggs,

TechBullion 



CastIron™ モバイル投票プラットフォーム
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国際的なコンプライアンスと認定
弊社では、プラットフォームを可能な限り幅広く利用されるよ
うなものにしたいと考えています。そのためには、アメリカ合
衆国選挙支援委員会(U.S. Election Assistance Commission, EAC)
の最新のセキュリティおよび投票システム要件(VVSG 2.0)を満た
すということが、弊社のプラットフォームにとって重要となり
ます。この認定や類似の国際的な標準規格がないと、弊社はア
メリカやカナダの都市、郡、州の圧倒的大多数に弊社の投票プ
ラットフォームを法的に販売することができず、従って投票シ
ステムを使用して投票を実施することもできなくなってしまい
ます。このような管轄区域では、システムの機能、ソフトウェ
ア、ハードウェア、セキュリティ、通信、アクセシビリティ、
品質に関して非常に厳格な基準を定めています。Votemは、自
主的投票システムガイドライン(VVSG)の参照を作成している米
国選挙支援委員会によって登録されたベンダーです。さらに、
近年公表されたEUの電子投票に関する法律、運用および技術標
準規格(CAHVE)のCM/Rec(2017)5として知られる標準規格の認定
を受けることによって、弊社はグローバルなリーダーシップの
地位を得ることができます。また、Votemは、両方の認定を受
けた唯一の投票システムベンダーとなります。

このような標準規格は、世界で最も厳しい投票システム要件の
一部であり、弊社のようにアメリカでエンドツーエンドの投票
システムのために認定を取得するには、9ヶ月から数年もかかる
可能性があり、数百万ドル以上のコストがかかることになりま
す。Votemはすでに米国選挙支援委員会に登録済みのベンダー
であり、弊社の認定取得の取り組みは現在進行中となっていま
す。CastIronプラットフォームの認定を取得するという取り組み
によって、弊社はVASTトークン保有者の方にこのような法的基
準に準拠したプラットフォームを提供することが可能となりま
す。

(c) 高度なモバイル技術
Votemは、人々が場所を問わずにどのデバイスからでも投票で
きるようにするネイティブアプリケーションとデスクトップア
プリケーションを開発しています。Votemの現在のモバイルア
プリケーションの1つは、2016年のアメリカの大統領選挙でワ
シントンDCの選挙管理委員会によって使用されました。このア
プリは400,000人以上の投票者の登録をサポートし、iOSと
Androidのアプリストアから簡単にダウンロードすることがで
きました。

実際、2016年後半には、弊社のアプリケーションはアメリカの
国土安全保障省(DHS)による評価を受け、セキュリティ脆弱性
は発見されませんでした。現在、Votemはアメリカ国土安全保
障省の選挙インフラサブセクター調整委員会(Department of 
Homeland Security Election Infrastructure Subsector 
Coordinating Council)のメンバーであり、アメリカの選挙イン
フラに対する攻撃に関連した選挙インフラサブセクター調整委
員会の取り組みを調整するために、投票システムベンダーと政
府機関全体にわたって協力して取り組みを行っています。

弊社は、モバイルデバイスとデスクトップブラウザーの両方に
ウィルスやマルウェア、その他有害ソフトウェアが含まれてい
るという想定の下にプロトコルの開発を行いました。投票記録
の不可侵性は非常に重要なため、弊社はこの重大なリスクに対
処するソリューションの開発に懸命に取り組んできました。以
下の節でも簡単に要約されていますが、弊社のProof of Voteプ
ロトコルホワイトペーパーでは、投票の正確性を保証するため
にエンドポイントで使用される技術について説明しています。

「ブロックチェーンベースの投票システムは、本質的に不正行為の証明
となるようなシステムの構築を可能にします」

- Naval Ravikant, AngelListの創業者兼会長
 MetaStable Capitalのパートナー

https://votem.com/news/press-releases/votem-corporation-certified-participate-eacs-voting-system-testing-certification-program/
https://www.eac.gov/assets/1/6/VVSGv_2_0_Scope-Structure(DRAFTv_8).pdf
https://votem.com/news/press-releases/votem-corporation-certified-participate-eacs-voting-system-testing-certification-program/
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Proof of Voteプロトコル

エンドツーエンドで検証可能な投票プロトコル
VotemのProof of Voteのパブリックプロトコルは、2018年1月の
初期リリースに向けて目下開発中であり、検証可能性、アクセ
シビリティ、セキュリティ、透明性の基本原則を具現化する
CastIronのようなVASTを使用可能な投票アプリケーションの青
写真として機能させることを目指しています。そのプロトコル
では、分散型キー生成および管理、ミックスネットワーク
シャッフル、ゼロ知識証明の実装およびこれらすべての技術や
その他の技術が暗号学的に健全かつ検証可能な投票スキームの
コンテキスト内でどのように組み合わされるかについて詳しく
説明されることになります。

選挙のために設計するプロトコルは、どのようなものであって
も選挙コミュニティや投票者、候補者、管理者から等しく完全
に信頼されなければならないと弊社は考えています。選挙にお
いて最大限の信頼を確保するために、弊社では投票プロトコル
にとって重要なステップに関する以下の検証可能な証明を開発
しており、これによって独立した検証者と投票者はVASTを利用
可能な投票アプリケーション上で運営される選挙の結果やセ
キュリティを検証することが可能となります。

Proof Of Valid Origin - 規制へのコンプライアンスを確保す
るために、投票の起点の確認および検証を行います。

Proof Of Valid Voter - 投票者が有効かつ認証済みであること
を確認し、検証します。

Proof of Valid Ballot - 投票の内容(投票記録)が意図した通りの
ものであるということの確認および検証を行います。

Proof of Valid Vote -  署名済みの投票フィンガープリントを使
用することによって、投票が改ざんされておらず、有効な投票
様式に含まれていることを検証します。

Proof of Mixing - 投票者の匿名性を維持するために適切な手順
が講じられたということを確認および検証する。

Proof of Valid Tally - 投票記録が有効な票としてカウントされ
たことを確認および検証する。

プロトコルおよび証明に関するより詳しい情報につきましては、
2018年初頭にリリース予定のプロトコルペーパーでご確認頂けます。

「夫が現役勤務の兵士であるということもあり、私は国中を転々としながら生活してい
ます。また、選挙日にはちょうど妊娠中でもあったため、Votemプラットフォーム上で
オンライン投票を行うことができるということは非常に役に立ちました！もしこのプ

ラットフォームがなければ、投票することはできなかったでしょう」
- モンタナ州の投票者
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完全に検証可能でセキュアな選挙の運営
VASTトークンはVotem社によって発行されるEIP-20(以前の
ERC-20)準拠のデジタルトークンであり、投票システムの4つの
重要な要素(Verifiability、Accessibility、Security、 
Transparency)にちなんで名付けられました。選挙の運営をうま
く行うために個人や組織が安全にCastIronプラットフォームや
その機能を利用できるようにすることによって、無期限のソフ
トウェアライセンスに類似したVASTトークンは、民間選挙と公
職選挙の両方の投票イベントの有効性を改善するようにデザイ
ンされています。

必要なトークン枚数は、見込み投票者数だけでなく、必要とさ
れる検証可能性やセキュリティ機能によって定義されることに
なります。トークンを購入すると、選挙でトークンを利用する
ことが可能となりますが、一度に1つの選挙でのみ利用可能と
なります。すべての選挙に同じレベルの技術的な複雑性や人間
による検証が必要となるわけではないため、VASTトークンは広
範囲に及ぶ検証要件やロールベースの機能をサポートする予定
となっています。

VASTトークンの標準機能
プラットフォームのローンチおよびそれに続くトークン配布イ
ベントでは、VASTトークンはブロックチェーンベースのモバイ
ル投票プラットフォームである「CastIron」上でのアクセスの
提供と運用に使用されます。ブロックチェーン上での投票と票
の保存というVotemプラットフォームの基本的な機能には、1回
の投票の処理につき少なくとも1 VASTトークンが必要となりま
す。

VASTトークンは、VASTプラットフォーム上の以下の標準的な
機能へのセキュアかつロールベースのアクセスを提供します(右
の図で青色で示されている部分)。

選挙の作成および準備
投票者の登録
シンプルな投票の作成とマーキング
投票の提出/検証/保管
(監査機能による)集計および結果の報告

VASTトークン
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VASTトークンの機能

VASTトークンの標準機能
選挙の作成
選挙の準備は、しばしば最も複雑な物流プロセスとなります。
選挙管理組織(EMB)は、CastIronの選挙管理システムを利用する
ことによって、投票のデザインやロジック(多数決やランク付け
選択など)用のサポート機能で選挙の定義を容易に確立すること
ができます。

投票者の登録
選挙に参加するために、投票者は登録を行います。登録手続き
の種類はEMBによって決定され、自動でも手動でも行うことが
可能です。

投票のマーキング
選挙に参加するために、投票者は登録を行います。登録手続き
の種類はEMBによって決定され、自動でも手動でも行うことが
可能です。

投票 + 保存
投票記録は投票から作成され、ブロックチェーン投票サーバー
にセキュアに転送および保管されます。これは、変更不可能な
デジタル監査証跡および投票記録として機能します。

集計
投票は、選挙の要件に従って集計されます。アメリカの選挙で
は集計用の別のサーバーに送られますが、他の国の選挙では誰
でも結果の集計を行うことができます。

報告
結果は、一般公開および認定のために複数の報告サイトに渡さ
れます。

監査
EMBまたは独立した第三者監査人は、リスク抑制監査、システ
ム監査、その他の規制上義務付けられた選挙の評価を管理する
ことができます。ブロックチェーンは、選挙の過程を通した不
変の投票記録であり、結果の認定のためにEMBや選挙検証者か
らアクセス可能な監査証跡として機能します。

プラットフォームの機能
投票者の認証
選挙に参加するために、投票者は選挙の法的要件に照らして認
証を受けます。生体認証や電子ID、外部認証(有権者登録ロール
や車両関連部局など)はすべてサポートされています。

投票のスタイリング
国、州、地域、地区、郡、都市の選挙の数千もの潜在的な組み
合わせに基づいて、正しい投票用紙が投票者に配信されます。

投票の暗号化
投票は提出前に暗号化され、許可なく他の当事者が投票者の選
択にアクセスしたり閲覧したりすることができないようにしま
す。

外的な投票の検証
観察機関や監査法人のような外的な検証機関は、ブロック
チェーン上に保管される前に投票の有効性(投票者や場所などの
有効性)を証明することができます。

投票者の検証
投票者は、自らの投票のセキュアなQRコードレシートを記録さ
れた投票のQRコードと照合し、投票が一票として記録されたこ
とを確認します。投票者が受け取るQRコードレシートには投票
者の選択に関する有益な情報は含まれていないため、投票販売
や投票者への強制のケースを防止することができます。

投票者の匿名性
投票者の選択を個々の投票者に帰することができないようにす
るために、投票記録は混ぜ合わせられることになります。ミキ
シングの数学的な証明が利用可能となります。

投票の復号化
不正なメンバーによって投票の復号化が行われないようにする
ために、投票はあらかじめ設定された数のEMBメンバーのみが
復号化することができます。投票が適切に復号化されると、復
号化の数学的証明が監査人と投票者に提供されます。
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独立した第三者による検証
現在、弊社は選挙の監査、監視、監督を行う複数の専門機関
と協力を行っています。このような信頼できる組織に
は、Democracy International、International Federation of 
Electoral Systems (IFES)、Carter Center for Democracyの
ようなものが含まれています。さらに、エミー賞やオスカー
賞で利用されているような労働組合や会計事務所にとって、
アメリカの労働省のような選挙の認定に中心的な役割を果た
している多くの利害関係団体が存在しています。弊社は、こ
のような組織でもトークンやシステム、サポートを利用でき
るようにし、公平かつ自由な選挙の監視における自らの役割
を広げられるようにしたいと考えています。

投票者の識別および認証者
投票者識別法は管轄区域によって大きく異なっているため、弊社は
Civicのような堅牢な一般個人認証サービスを提供する組織や選挙管
理委員会によって利用されているその他の投票者登録ベンダーと積
極的に協力を行っていきます。

独立したブロックチェーンプラットフォーム
弊社の計画しているプロトコルの重要な特徴として、成熟とと
もに他のブロックチェーンプラットフォームとシームレスに連
携するように設計を行うということがあります。韓国やウクラ
イナ、U.A.Eで出現しているような独自のプラットフォームが構
築される可能性のある管轄区域内で、弊社は他の投票プロトコ
ルやブロックチェーンフレームワークとの相互運用を行ってい
く必要があります。

第三者の選挙システム企業
何十年にもわたって、多くのソリューションの作成と買収が行
われてきましたが、選挙を実施するためのサービス全体を提供
する単一のベンダーを持つ管轄区域はほとんどありませんでし
た。このようなシステムは寿命が長く、そのためオンデマンド
投票用紙プリンターやカウンターといったような主要な選挙ベ
ンダーの技術との相互運用を確保するために、そのようなベン
ダーと積極的に協力する必要があります。

地域の流通業者・代理店
世界中の地域ごとに選挙プロセスや法律が異なるため、弊社は
世界中のユーザーにビジネスとして選挙をサポートするために
プラットフォームを使用してもらうということにインセンティ
ブを与え、言語や法律、選挙手続きなどのためにプラット
フォームを拡張していきたいと考えています。そのため、弊社
のコミュニティ構築の大部分は、管轄区域内で選挙を運営する
ためにCastIronプラットフォームやVASTトークンを活用する個
人や組織を支援することを中心に展開していきます。

ブロックチェーン・ガバナンス
数千もの既存のブロックチェーンプロジェクトの中で、最も成
功を収めたのはガバナンスの強力なシステムを有しているプロ
ジェクトです。変化のメカニズムは組織ごとに大きく異なる可
能性がありますが、健全なガバナンスシステムの中核には検証
可能でアクセス可能な透明性の高いセキュアな投票メカニズム
が必要となります。弊社は、VotemのProof of Voteプロトコル
を集団意思決定の基盤として実装することによってガバナンス
におけるアカウンタビリティを改善しようとするブロック
チェーン企業であれば、どのような企業ともパートナーシップ
を締結していくつもりです。

VASTの利用が可能な独立したアプリケー
ション
CastIronはVASTユーザーのネットワークを構築するための
Votem特有のProof of Voteプロトコルの実装ですが、このVAST
を利用可能なプロトコルの上に他にも多くのアプリケーション
を構築することも可能です。そのようなアプリケーションとし
ては、少し名前を挙げるだけでも、代替投票メカニズムや集計
方法、ポーリング、流動性民主主義的アプリケーション市場調
査、代理投票などといったものがあります。弊社の目標は、独
立した開発者がプラットフォームの上にアプリケーションを構
築するだけでなく、VASTエコシステムを構築すること可能にす
るProof of Voteプロトコルのトークン化を通して、1つのエコシ
ステムを作り上げることです。特に、前述の開発者に対し
て、VASTトークン化されたアプリケーションを制約なしに構築
するためのインフラとトークンインセンティブを提供したいと
考えています。

投票方法と集計方法のためのグローバルスダンダードとしてProof of Voteプロトコルと
CastIronプラットフォームを確立する支援を行っていくために、弊社はアンバサダーのコ
ミュニティの構築に取り組んでいます。弊社のコミュニティ開発の取り組みでは、エコシステ
ムの参加者に対する価値の提示とVASTによる適切なインセンティブ報酬によって、エコシス
テムパートナーの特定、精査、保護を行うということを重視しています。その中には、以下の
カテゴリーがあります。

VASTの計画的投票エコシステム

http://democracyinternational.com/
http://www.ifes.org/
https://www.cartercenter.org/peace/democracy/
https://www.civic.com/
https://www.forbes.com/sites/elaineramirez/2017/08/09/dayli-icon-blockchain-south-korea/#41c138f425a7
https://bitcoinmagazine.com/articles/ukraine-government-plans-to-trial-ethereum-blockchain-based-election-platform-1455641691/
https://www.cryptocoinsnews.com/dubai-set-achieve-goal-becoming-first-blockchain-government-by-2020/
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イーサリアムのような成功を収めた分散型ネットワークは、参加者の経済的インセンティブを
調整し、早期採用を促進し、コミュニティの所有権を可能にするというこれまでにないほどの
機能を提供します。実行可能なトークン対応アプリケーションと健全なインセンティブによっ
て、このようなネットワークは旧モデルのネットワーク効果をひっくり返し、ユーザーのクリ
ティカルマスに達したときに参加者の価値を実現させていきます。

VASTの計画的投票エコシステム

コミュニティ主導型のブロックチェーンベースの投票
プラットフォームの基盤を構築する際、Votemは第三者の選挙
検証者やプラットフォーム開発パートナーのようなエコシステ
ムパートナーに、VASTトークンの初期供給を提供し、CastIron
プラットフォームへの早期参加を促していきます。CastIronが
成熟し、成長していくにつれて、参加者にその価値を示すよう
な投票イベントが数多く行われていくことで、弊社はこのシー
ドプロセスがエコシステムパートナーによる採用のモデルとし
て機能することを期待しています。

プラットフォームがより広くグローバルに利用できるように
し、VAST対応アプリケーションを構築していくために、弊社は
インフラを提供するだけでなく、言語や管轄区域の規則、ロー
カライゼーションでプラットフォームを強化して下さるプラッ
トフォームパートナーの開発者に報酬を提供したいと考えてい
ます。CastIronと同じように、VASTエコシステムとの統合を行
う新規のプラットフォームはVASTを主要な分散型メカニズムと
して使用し、アプリケーションおよび環境に参加することに
よって報酬を得られるようにします。

さらに、時間をかけてVASTの利用を促進していく取り組みの中
で、弊社はより多くの選挙を実施するために比例配分で追加の
トークンを配布することを検討しています。例えば、内部的ま
たは外部的に選挙の運営で成功を収めた組織には、実際の投票
現場で5トークン使用するたびに弊社の準備金から1トークンを
提供することも可能です。VASTコミュニティは、時間の経過と
ともに同様の戦略で取り組みを共同で行っていきますが、弊社
はトークンの利用価値を最大限に高め、プラットフォームをグ
ローバルに拡大していくことを重視しています。

幅広いユーザー基盤のサポート: VASTトークン保有者の果たす
様々な役割すべてをサポートするために、Votemは効果的な投
票イベントや販売、プラットフォームパートナー(販売代理店お
よび付加価値のある開発者)のマーケティング活動を行うオー
ナーや運営者の取り組みを支援するためのコミュニティを育成
していきます。

そして、トークンをグローバルrスタンダードなプロトコルおよ
びプラットフォームへと成長させていきます。CastIronの実装
に関して、Votemはコンサルティングサービスや実装サービス
を提供していきます。それによって、選挙の定義、投票者の登
録管理、選挙管理、報告、その他必要なサービスで支援を行っ
ていきます。

ブロックチェーンに慣れ親しんでいないユーザーや政府、その
他の選挙管理者は、VASTの需要を押し上げることができなけれ
ばなりません: 政府や組織がブロックチェーンに精通しておら
ず、VASTのようなトークン資産によって選挙システムを調達す
ることもできないということを弊社は認識しています。VASTエ
コシステムとのこのような「プラットフォーム外」の取引を調
和させ、最終的にVASTエコシステムのサポートと強化を可能に
するために、Votemはプログラムによるメカニズムを構築し、
オープンマーケット上でVASTトークンと同等の価値の法定通貨
の契約価値を獲得していきます。さらに、このメカニズムによ
り、CastプラットフォームやProof of Voteプロトコル実装
に対する要求をVASTトークンの価値と調整させていきます。同
様に、このような組織の多くは、選挙の管理に支援を必要とし
ている場合があります。その結果、VotemはCastIronプラット
フォームを活用した付随サービスやハードウェアを常に提供す
ることができ、それらをVASTトークン保有者にも利用できるよ
うにしていきます。

VASTお よ び  CastIron: C a s t I r o  n 内 で 必 要 と な
る ト ー ク ン の 数 は 、 選 挙 の 複 雑 さ 、 必 要 と な
る 機 能 、 期 待 さ れ る 投 票 数 、 時 間 の 経 過 と と
も に 開 催 し て い き た い 選 挙 の 数 な ど に左右されま
す。



VASTトークンのエコノミクス
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例えば、ある中規模の協会が、会長選の年次選挙を開催し
たいと考えたとします。現在の協会の会員数は20,000人であ
り、協会は投票率が15%ほどだと予測しました。そのた
め、3,000人が投票を行うことになります。協会は、各会員に自
身の投票を検証してもらい、また会計企業に選挙の監査と検証
を行ってもらいたいと考えています。

このシナリオでは、投票用紙ごとに4トークンが必要となり、投
票ごとに1トークンが必要となります。また、投票者の認証用に
1トークン、投票者の自己証明用に1トークン、そして最終的に
投票の暗号化および復号化を含んだ外部検証証明用に1トークン
が必要となります。

選挙に開催に必要となる検証の数に基づいて、組織は十分な数
のトークンを購入することになります。トークンは以下のよう
に記述されます。

● トークン購入者は市場からVASTを購入します。

● このようなVASTトークンは、投票者が選択する限り多くの選
挙で利用可能となります。ただし、1つのVASTトークンを複数
の選挙で同時に使用することはできません。 

● １年おきに選挙を行うオーナーまたは運営者は、必要となる
投票者および機能の見積り数に基づいて1回の選挙を開催するの
に必要となる数のトークンを購入します。

● プラットフォームパートナーは、他の人のためにサポートを
行っている選挙ごとに、同時に開催されている選挙の数(有権者
の要因と機能の複雑さ)に必要となるトークンを取得します。

● 現在の市場動向においては、幅広い範囲の選挙価格が示され
ています。シンプルな民間選挙では、投票あたりの価格は0.20
ドルから0.40ドルの範囲となります。より複雑な労働組合投票
の場合には、その範囲は3.50ドルから15.00ドルの範囲になりま
す。公職選挙では、その価格はさらに高くなります。

●  

必要なVASTトークン =  fn( 期待値(投票数) * 複雑性(選挙))
*この式では、複雑性は1回の投票あたりの検証機能に関連しています

私たちは、選挙の参加者の数が急増し、OSBAが400%以上の投票率の増加を実現するの
を目の当たりにしました！...Votemは、私たちが目にした選挙の参加を定量化するのに

役立つ詳細かつタイムリーな選挙分析を提供してくれました。Votemは、私たちが目標を
達成する手助けをしてくれる信頼できるパートナーであるということがわかりました。

- Mary Amos Augsburger,
Ohio State Bar Association 

専務取締役
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#1: ファン投票:  栄誉の殿堂は、年次招集投票の妨害リスクを
軽減し、次の選挙に向けてCastIronプラットフォームの利用を
選択したいと考えています。選挙の推定参加率を満たすため
に、栄誉の殿堂は十分な枚数のVASTトークンを購入します。栄
誉の殿堂のウェブサイトを通して行われたすべてのオンライン
投票は、CastIron上の複数のノードによって独立して検証され
ます。その結果、ボットやその他の悪意あるアクターによる投
票数の改ざんを防ぐことが可能となります。相対的に低い選挙
の出資額を考慮し、栄誉の殿堂は1回の投票の処理につき1トー
クンのみを必要とするCastIronの基本オファーを選択すること
にしました。

#2: 組合投票: ある労働組合が、理事会会長の選挙を主催しよ
うとしています。投票はCastIronプラットフォーム上で開催さ
れていますが、選挙管理者は組合員の一部のセキュリティ上の
懸念を是正するために、別のレベルの検証可能性を追加したい
と考えています。CastIronのブロックチェーン上で開催される
選挙固有のセキュリティに加えて、投票ごとに追加トークンに
よって投票を行う各組合員にユニークなQRコードが提供される
ことになります。

オンライン上で、組合員は自身のQRコードとすべての投票が表
示されたリストを照合することができます。このような匿名
コードにより、各組合員は自らを特定したり、投票方法を証明
したりすることなく、自らの投票が一票として記録されたとい
うことを単独で検証することができるようになります。

#3: 地方自治体投票: 中規模の自治体が中期選挙を開催しよ
うとしており、そのプロセスを可能な限りセキュアかつ検証可
能にしたいと考えています。また、地方自治体の選挙管理委員
会は、Votemとの契約に基づいてCastIronプラットフォームを
利用したいと考えています。その後、最高レベルのセキュリ
ティで選挙を運営するために、Votemは適切な数のトークンを
購入します。このような購入戦略により、選挙委員会はより従
来型の契約ベースの方法で選挙を実施することができ、トーク
ンの流通速度を高めることが可能となります。

Votemは、そのトークンの経済的価値をトークンを保有することで得られる効用価値とこれ
までにないほど緊密に調和させるための方法を常に検討しています。前述および後述するよう
に、トークンの価値の将来的な上昇は、選挙を運営するためにトークンの購入や利用を時間を
かけて繰り返し行う消費者次第となります。そして、それによって、顧客の監督を受ける投票
プロセスに規模とコストの効率性をもたらすことが可能となります。

VASTトークンのユースケース例

モンタナ州の州務長官を務めた当時の回顧の中で、Linda McCulloch氏は、
軍に務める有権者から障害を持った有権者に至る「資格のある有権者に対する

より大きなアクセス」を可能にするVotemの「新しくモダンなシステム」を
導入したことこそが、自身の最大の業績であったと述べています。
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