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ブロック チェーンアプリケーション開発は不必要に難しい、部分的にどのように新しい、技術
が、また方法の現在の現状に課された制限のためブロック チェーンs使用される今日。本稿で
は、ブロック チェーンの現在の実装とこれらの問題への解決策の問題を議論します。Lamden
をご紹介:ブロック チェーンジェネレーターが含まれている開発ツール、コミュニティコラボレ
ーションツール、およびすべての資産を転送することができますブロック チェーン アプリケー
ションの広大なネットワークを作成する独立したチェーン - 通信のソフトウェアパッケージそれ
らの間で.

キーワード: 地方分権、暗号通貨、分散システム.
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モチベーション
過去数年間で、我々は市場に当るブロック チェーン技術の流入を見てきました。これらの技術は、中央銀行と金融システムの最後の手段
として宣伝されています。ただし、これらの ブロック チェーンsは、当該技術の現在のインフラストラクチャの領域への応用を考慮して欠
陥のあるシステムに依存します。その結果、ブロック チェーン技術は主流金融システムから分離されているし、こうして皮肉なことに、最
終的な目標を達成することにより妨げられています。
Lamdenプロジェクトは、インフラストラクチャが市場システムに革命をもたらす市場内で現実的なイノベーションを引き起こすことが
できるので、ブロック チェーン技術の大量採用を増やすソフトウェア開発ツールを作成します。このホワイトペーパーで広げている市場
とどのように我々はこの領域の改善に計画の現在の状態の批評.

現在 ブロック チェーン の問題
実装
主流のテクノロジーになるからそれを防ぐブロック チェーンアーキテクチャの多くの根本的な欠陥があります。これらの欠陥は、ユーザー
の側だけでなく、開発者またはサービス・ プロバイダーの側の両方に存在します。我々がこのプロジェクトで現在のブロック チェーン実装
時に向上エリアは、広げて.

取引手数料
まず、エンドユーザーの観点から取引手数料の問題を見てをみましょう。暗号領域で成功への鍵は、国際市場でBitcoinの大量採用です。
執筆のこの時点では、現状では、Bitcoin トランザクションのトランザクションの平均料金は約 6% です。ビザ、マスター カード、PayPal な
ど集中管理システムと比較して、Bitcoin、実際に約 2 倍高価。
暗号通貨のファンダメンタルズがなぜユーザーを感じるこの矛盾を正当化されることに注意してください。所有権の分散型の性質は、追加
のコストを上回る。しかし、マクロ経済の規模では、コスト効率が基本的な魅力を上回る.

“しかし、Ethereum はどうですか?その手数料が 0.3% だけ!”

이것이 사실이지만, 이더리움 블록체인은 비트코인과 같은 가치 네트워크 전달 수단으로 설계된 것이 아니라 신뢰할 수 없고 분산된 소프트웨어 시스템을 
가능하게 하는 스마트 계약 네트워크입니다. 우리는 사용자들이 체인에서 발생하는 작업의 수를 지불하는 것을 기억해야 하며, 더 복잡한 스마트 
계약이 전개됨에 따라 이 거래 횟수가 계속 증가한다는 것을 염두 해두어야 합니다. 이더리움의 주요 강점은 운영 및 프로세스를 자동화하여 사용자가 
반복적으로 재작성할 필요가 없는 다른 소프트웨어 개발 스택과 동일한 방식으로 스마트 계약을 ‘라이브러리’로 추가할 수 있는 기능이었습니다. 
따라서, 더 복잡한 스마트 계약이 만들어지고 더 많은 라이브러리가 통합되어 있으며, 주요 이더리움과 상호 작용하는 비용이 더 많이 소요된다고 볼 
수 있습니다. 개발자들에게 이러한 메커니즘 요구함으로써 이더리움이 장기적인 성공을 거두기 위해 필요한 혁신과 복잡한 스마트 계약 시스템 개발에 
대한 동기를 약화시킵니다. これは真実です、Ethereumブロック チェーンは以下の信頼を有効に値ネットワークBitcoinのようだった、しかし
むしろスマート契約ネットワークの転送として設計されていないと自律分散システムソフトウェア。我々は、チェーン上で発生する操作の数
のユーザーが代わりに支払うことと、操作のこの数は引き続き増加より複雑のスマート契約が導入されるを忘れてはいけない。Ethereum 
の主要なセールス ポイントとして ‘ライブラリ’ 操作を自動化すると処理するため、ユーザーはそれらを何度も繰り返し書き直す必要はあり
ません他のソフトウェア開発スタックのフレームワークと同じように機能するスマート契約を追加できる能力であった.したがって、安全に
仮定が、時間の経過とともに、さらに複雑なスマート契約がなされより多くのライブラリが統合されて、メインの Ethereumブロック チェ
ーンとの相互作用のコスト。操作阻害技術革新と複雑なスマート契約システムの開発者にそのEthereumを充電することによってこのメカ
ニズムは、長期的な成功をする必要があります。.

Bitcoin 1

PayPal 2

Visa 4

Mastercard 3

Strip 6

~6% (variable)

2.9% + $0.30

Based on merchant type. As low as 
0.20% for utility payment, to as high as 
1.50% for standard merchants.

Based on merchant type. As low as 
0.00% + $0.65 for utility payment, to 
as high as 2.95% + $0.10 for standard 
merchants.

2.9% + $0.30

Sender

Receiver

Receiver

Receiver

Receiver

表 1: さまざまな決済サービスと、取引コスト.

SERVICE NAME          AVERAGE TRANSACTION COST               PAYING PARTY
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肥大化したチェーン
元帳がパブリックためEthereumモデル帳簿上、誰も彼らが望むどのようなスマート契約を展開できます。その結果、ブロックチェーンは2
つしか歳が、完全ノードのサイズは 242 GB、152 GB の周りにある Bitcoin におけるノードの現在のサイズよりも大きいです。スマートの受
託開発に手を出すしたい人のためのエントリの屈強な関門であるにおけるノード、または少なくとも軽鎖はまだ約 20 Gb のデータをインス
トールすること。
うかがっ開始するPython、Node.js、またはその他のプログラミング環境のインストールにかかる時間を持つノードを完全に同期するの
にかかる時間を比較します。不便とダウンロードの大きさだけで、ほとんどの開発者や企業はおろか、ブロックチェーン技術について興味
が平均的なユーザーに実行可能です.

トランザクション/秒 (スケーラビリティ)
モダンなブロックチェーントランザクション時間遅くなることを引き起こす悪名高い低スループットレートと保留中のトランザクション杭の
バックログがあります。これは、一日あたりのトランザクションの数百万人を処理する現在の金融システムの許容できない交換です。
たとえば、Bitcoinは3トランザクション/秒のスループット率を持ちます。同様に、Ethereumは、1秒あたりわずか15トランザクションを誇っ
ています。比較では、ペイパルは、2015 年 5 月、彼らは一日以上 10 億トランザクションのシステム スループット レートを作成することがで
きた事例を発表しました。1秒あたりのトランザクション数約 11,600 に変換されます。
この阻害要因企業高いレコードメンテナンスの利点のための容量を犠牲にする伝統的な高スループットのデータベース構造に資産を処理
します。.

マイニングとリソースの効率性
大量採用に向けた別の障壁は採掘リグを立証作業実行する任意のハッシュ関数です。これらのマシンは、標準のエンタープライズユーザ
ーには意味をなさないエネルギーコストリソースの膨大な量を取る。これはトークンと主鎖上のコインを配布する方法で、資金が最適化さ
れたビジネス設定には翻訳されません。非効率的な処理は、現代のビジネスに意味をなさないし、無意味なハッシュ関数のこれらのタイプ
が普及を妨げているため.

統合および導入
ブロックチェーンのソフトウェアは、非常に新しいと資本人材が不足しています。非常に高い技術と専門的な個人を相談し、ブロックチェ
ーンアプリケーションの開発が必要です。時間がかかり、高価な企業の設定で他のデータベースタイプに比べると、ブロックのチェーンを
設定です。
ブロックチェーンいるので根本的に異なる、現在ソリューションはありません、他のような何かに開発プロセスを変換する場所に最新のデ
ータベースシステムは、同様の開発と展開のパラダイムに従ってください、一方データベース システムの市場.
さらに、開発環境では、パッケージマネージャー、テストスイート、継続的な統合環境、存在のほぼすべての他の技術スタックの存在など
は、ブロックチェーンソフトウェアは存在しません。こうと、現在のワークフローにこの技術を統合することによって組.

移行、アップグレード、および将来の保証
多くは彼らの企業または企業のブロックチェーン技術に興味を持って、新しいチェーンにデータを移行するまたはビジネスにとって最適な
時点でアップグレードする能力の欠如は、落とし穴です。主鎖に興味がある、公共の元帳システムは新しいコードまたは分散型のコミュニ
ティを解放する基礎に依存しているほとんどの機関または結果の確実性があります。さらに、面倒な組織が最適に動作してさまざまなシ

ステムを試しては.



©2017 LAMDEN, All Rights Reserved.

ソリューション
Lamden プロジェクトは、急速な発展を可能にする開発ツールのスイートとNode.jsとPython の茄多を提供するこのようなハイテクスタッ
クで紹介モダンな開発プロセスを模した専用ブロックチェーンシステムの展開の作成を提案します。使いやすいツール、広範かつ堅牢なド
キュメント、および非常に普及したサポート コミュニティ。
プロジェクトは3つのセクション、サフラン、植物、クローブ、開発者がテスト、実験、およびその他のブロックのチェーンシステムのネットワ
ーク上に展開するため超高速ブロックチェーンを提供することの最終的な目標にレイヤーを追加するに分割されています。
サフランは、任意の手間をかけずに内部ネットワークのプライベートのチェーンを展開するジェネレーターツールです。フローラは、スマー
ト契約パッケージとテンプレート、プライベートチェーンネームサービスおよびブロックチェーン発見の中央リポジトリです。クローブは鎖
間の支払チャネル スワップ プロセスを処理し、ブロック チェーン アプリ少ない信頼のまま、分散方法でネットワークの間の通信を容易に.

サフラン: ジェネレーター ツール
前述の問題に苦しんでいる単一の主なネットではなく、個々 の使用状況にブロック チェーンを解体し、必要に応じて相互に対話すること
は、低ブロックチェーン採用率で多くの問題を解決します。たとえば、組織では、アプリの独自ブロックチェーンがあります。これにより彼
らは主鎖に労力を浪費するのではなく、そのブロック チェーンを実行する独自のコンピューティングリソースを捧げるだけでなく、使用する
技術を完全に制御を持っています。さらに、’ガス’Ethereumチェーンの場合を排除することができます、ネットワークの難しさことができる
彼らのアプリケーションの間で無料の取引ができより合理的なレベルに断られます。これにより、内部構造のブロック チェーン法より伝統
的なチェーンよりも、サーバーのようと交換し、既存のデータベースのアップグレードに使用できます。.

独立した合意のための動機
鉱夫がだで発生する取引はチェーンに誤った情報を注入する不可能に近いことを確認独立した俳優であるという事実は、ブロックチェー
ン技術を作るもの。しかし、伝統的な設定で、鉱夫、手数料から暗号通貨で報われます。トランザクションは Lamden プロトコル上の自由
なので異なるやりがいのあるメカニズムは、鉱山労働者がトランザクションの独立した検証を提供するためにまだやる気に注入する必要
があります。
スマートのコントラクトを使用して作業の証拠、証拠の出資、その他のやりがいのあるスキームを作成することが可能です。このように、ス
マート契約は報酬と受信者を計算し、あらゆるタイプのチェーンの資産に報酬を与える時に呼び出すことができます。(これは当初エーテル)
チェーンのネイティブな通貨ではちょうどではなくERC20トークンまたは新規暗号資産実装できます報われる同様、専用チェーンにさらに
多くのカスタマイズを提供すること。トランザクションおよびガスはネットワーク上の自由、契約 1 ブロックの呼び出しなどは高価です.

pragma solidity ̂ 0.4.15;

contract RewardedAsset {
    string public constant symbol = “AU”;
    string public constant name = “Digital Gold”;
    uint8 public constant decimals = 0;
    uint256 _totalSupply = 1000000000;
    uint8 public reward = 10;
    uint256 lastBlock;

    address public owner;
    mapping(address => uint256) balances;
    mapping(address => mapping (address => uint256)) allowed;

    function disperseRewards (bool success) onlyOwner() {
        if (lastBlock < block.number) {
            _totalSupply += reward;
            balances[block.coinbase] += reward;
            lastBlock = block.number;
        }
    }
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ジェネレーター ツール
サフランは、ピップ、ヨーマン、故宮博物院など独自の開発プロジェクトとして専用ブロック チェーンを生成する他のパッケージ管理CLI(コマ
ンドラインインターフェイス) ツールのデザインキューを取っています。CLIを通じて世代を取った’saffroninit’と同じくらい簡単です。このCLI
アプリケーションを介してチェーンからブロックチェーン技術の複雑さの大部分を抽象化する簡略化された API と対話することができます。
実施して初期ブロックチェーン技術Ethereumは、開発者がこれらの鎖を初期化、アカウントを作成、地雷ブロック、およびゲスを外出先
で書かれたEthereumのクライアントのサブ処理インスタンスで契約を展開できるようになりますので。
ゲスから主な相互作用コンポーネントCLIツールに抽象化することによって、これらの専用の鎖との相互作用のための RESTAPIサービスを
提供することがおります。RESTAPI ブロックチェーン任意のプログラミング言語のインタフェースにインターネット経由で操作することが
できます。プログラミング言語は、HTTP 要求をサポートする場合生成 Lamden専用チェーンと対話することができるようになります。こ
れは、により任意の技術スタックに統合して、iOS開発のスイフト、アンドロイド開発のためのジャワなどの多くの現代言語フレームワーク
のライブラリドロップを作成することができも物事のインターネットのアプリケーションの C を埋め込まれています。
また、サフランは公開してより広いコミュニティを監視し、チェーン上で発生する活動を見ることができるEthereumブロックチェーンエクス
プローラーでローカルサーバーに提供されます。
箱から出して解析と同様のグラフィカルなウェブインターフェイスからチェーンを管理するためのウェブサービスも含まれます。
IPFS/IPNS と Tor のインスタンスを必要に応じて嘆かわしい
 
展開
専用チェーンの開発、した後、組織は、パッケージ化して内部の技術スタックに統合できる方法でそれを展開します。これを行うには、サフ
ランは、簡易展開用港湾労働者ファイルがエクスポートされます。.

アーキテクチャ
チェーンのプライベートインスタンスを作成は、サフランには決済チャネルを受け入れるし、大きなLamdenチェーンとの対話に必要な必
要なメソッドが含まれています。したがって、インターフェイスの種類としてのサフランを考えるべき。各 Lamden ラッパーのインスタンス
はチェーン信頼以下であり、トランザクションできます独立してない確認することを保証するための監視との相互作用のプロトコルのセッ
トに十分に従わなければなりません。
サフランのコンポーネントは、これらの機能を達成できる、内部ブロックチェーンドライバーがない場合Ethereumから基づいています。彼ら
は以下のファッション、信頼の支払チャネルをサポートできる限り、未来をサフランBitcoin、Litecoin、Zcash、Monero、Neo、Tezos、Eos
など任意のブロックチェーン技術をサポートします。完全にカスタムブロックチェーンブロックチェーンインタフェースのネットワークを作成
する、ラッパー プロトコルに準拠しても新規ブロック チェーン技術がサポートされます。
それはクローブと対話することができますので、特定の仕様に準拠している限り、ラッパーは最終的に任意ブロックチェーン技術に対応し
ます。この未来証拠Lamdenシステムだからどんなに将来、そこにどのような技術が存在すること、常に彼らと対話するネットワークにな
ります。ビジネス、企業およびアプリケーションことができますをアップグレードする最新ブロックチェーンプロジェクト、技術競争に先ん
じて保つために出てくると、これはまたブロック チェーン移行の問題を解決します。.

フローラ: 分散型のパッケージ マネージャーやパブリック リポジトリ
単純なブロックチェーン世代別技術導入の主なドライバーはありませんベースのコア技術のユースケースが、むしろ周囲のコミュニティと機
能セットは彼らによって建ています。これは、技術革新に拍車をかけるし始めている新しいのスマート契約システムでより多くの Ethereum 
コミュニティと見ることができます。暗号通貨メカニズムは Bitcoin またはLitecoinから離れてそれらを置く何ないです。その代わりに普及
を開発コミュニティを囲むとスマート契約アプリケーションの開発です。
同様に、ユーザーがより広範なコミュニティ、それらのコメントからパッケージを取得し、さらに開発できるようにするパッケージリポジト
リは、プロジェクトおよび大きい革新の分野での成功につながる知的資本の基礎を固化します。
Lamdenチェーンの開発者は他の開発者との接続、その他の技術革新をオフに再生し、暗号通貨の大きい状態につながるように、分散パ
ッケージリポジトリ、名前空間システム、および検出ツールをホストするフローラの目的は、します。
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パブリック パッケージ マネージャー
pragma solidity ̂ {{solidity_version}};

contract {{contract_name}} {
    string public constant symbol = “{{symbol}}”;
    string public constant name = “{{asset_name}}”;
    uint8 public constant decimals = 18;
    uint256 _totalSupply = {{total_supply}};

    address public owner;
    mapping(address => uint256) balances;
    mapping(address => mapping (address => uint256)) allowed;
   
    
...

{
    ‘solidity_version’:’0.4.15’,
    ‘contract_name’:’Testcoin’,
    ‘symbol’:’TST’,
    ‘asset_name’:’Testcoin’,
    ‘total_supply’:’1000000’
}
  
その他開発スイートのようなLamdenスマート契約パッケージを作成する機能があります。システムを魅力的なマクロを使用して、我々 は 
ERC20 トークン、Ethereum ネーム サービスおよびエーテルデルタ分散交換にパッケージして、契約のみ、引数の設定し、展開を許可するよ
うに一般的な堅さのコントラクト型を抽象化することができます。実行中’hpmens’からインストールCLIコンソールの方法として簡単なまた
は送信元としての専用チェーン全体でAPIをサフランに含まれる管理ダッシュボードを通して同じことを要求します。これは一般的に使用さ
れるスマート契約を再デプロイする政府の頭痛、迅速な配布のための非常に複雑なスマートアプリケーションのパッケージ化をできます。
多くのブロックチェーンsをラッパーに追加すると、同様のハブに言語が追加される契約のサポートします。開発者は、コミュニティをサポ
ートする自分の契約をアップロードできます。分散と分散すべてのサービスに残るように、ハブとの相互作用は惑星間のファイル システム 
(IPF) 上になります.

名前のディレクトリ サービス
チェーンでお越しの際にも決済チャネルを実行するために互いに通信します。これを行うには、名前付けサービスを実装する必要がありま
す。他のチェーンがそれらを発見してそれらにトランザクション要求に署名できるように共通の名前とキーペアを各チェーンにこの名前付
けサービス割り当てます。
さらに、ユーザーが検索し、新しいブロックチェーンアプリケーションを発見することになります。クローブに接続されているサフラン風味
開発専用のチェーンです。これらの鎖のそれぞれは名の登録し、より貴重な彼らのサービスについては、ユーザーにつながるマーケティン
グサイト、鉱山労働者の接続情報および他の何かへのリンクを含めることができます彼らのサービスについてプロフィールを記入するこ
とができます。その名前は、検索し、決済、チェーン、およびネイティブのLamdenトークンの一般的な使用と相互作用のクローブを介して
情報を送信する使用されます。
我々はまた他の開発者トークンを使用して、使用率メトリックが開発者コミュニティのメンバー間のトークンの流動性を生成可能性があり
ます、モジュールを登録のオプションを模索しています。.
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クローブ: 匿名ルータ チェーン-インタ フェースを有効にします
Lamdenプロジェクトの主な技術的な偉業は、その暗号の元帳と専用チェーンを一緒に接続するルーティングシステムです。代わりにのみル
ーティングインフラストラクチャによって一緒に結ばれる分散の専用チェーンへのフォーカスをシフトと全く新しいチェーンの再作成ではな
く我々を避けることがチェーンブロックの膨張、それと対話する前に、ネットワークの’sync’する必要性増加トランザクション費用および保
証年に関係なく、一般的なブロック チェーン技術にさらなる改良を将来型のプラットフォーム. 

ルーティング
 クローブは、主に電話ネットワークと同様、共通のプロトコルを専用のチェーンを一緒にリンクするインフラストラクチャです。元帳
はすべて鎖間相互作用の世話し、チェーンがコンピューターのプログラミング環境と植物からさらなる統合プラットフォームで同じ方法を
扱うことができるインタフェースオプションの共通のセットを提供します。
主要な価値の追加クローブ取引手数料の不在であります。植物相および公共の採用を増加するより広いコミュニティに専用チェーンを公
開する接続の利点と引き換えに専用チェーンは全体的な総勘定元帳に一定量のコンピューティング パワーを捧げます。元帳ですので困難
なハッシュ関数の欠席および単鎖間の情報のパケットを処理する仲介者として機能します。接続し、情報を提供するコンピューティングの
負荷は標準的なブロックチェーンマイナーではなく、現代のウェブサーバーに匹敵します。ブロックチェーンアプリケーションプロバイダー
IPFSと受信トランザクションの分散コンピューティングクラスターを単一のパブリックエントリポイントを公開し、送信トランザクション
の公共の元帳ノードに接続.

クロス チェーン トランザクションの支払チャネル
信頼関係を保持しながら、分散システム、それはクロス チェーン ブロック チェーン アプリケーションが自由に相互に通信できるようにする
に存在する支払いのシステムに必要な。これは、メインのクローブの引き分けです。これを行うには、元帳実装雷のネットワークは安全を提
供する支払チャネルに影響を与えたし、分散ブロック チェーンs にわたって資金をやりとりする方法。トランザクションは専用の鎖から開始
し、チェーンから資金の送金を安全性と保証を管理するための公共サービスとして、総勘定元帳を利用します。
元帳は、スマート契約展開と参加者のメインネットワークに接続されている間にチェーン転送のため身元確認の作業を分散する公共サー
ビスです。プライベートの鎖は、お互いに資金を転送する独自のメソッドを実装する無料ですが、公共の元帳、従って強いクロスチェーント
ランザクションへの信頼感を提供するより広いネットワークの参加者のコンセンサスでは検証します。
決済チャネルは、各専用ブロックチェーン上で実行される純粋な堅さスマート契約コードで表されます。スワップを開始する場合は、彼ら
は両方のクローブ要求を送信サービスと彼らは彼らの予想された転送の条件を概説すると交換しチェーンです。要求は、交換する資産の
価値と同様、両方の鎖を送信者と受信者のアドレスで構成されます。たとえば、ペイロードはこのようになります:

{
    Private-chain-1 : {
        Sender-address : 0x000,
        Receiver-address: 0x000,
        Amount: 100,
        Token-contract-address (optional): 0x000
    }
    Private-chain-2 : {
        Sender-address : 0x000,
        Amount: 1000,
        Token-contract-address (optional): 0x000
    }
}
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コンピューティングのクラスターは、このペイロードを受信したとき、クラスターは次のブロック内で各チェーンに配置する必要があります
バイトコードに堅さの契約コードをコンパイルします。相手のチェーンのバイト コードをお互いに送信し、パブリック IDキーで署名される
ため、彼らすることができます独立して確認正しい契約コードが確かにチェーン上の次のブロックで配置されたこと.

1: アリスは、元帳にメッセージを送信することによってスワップを開始します。元帳を必要なスワップを取得し、それらを各チェーン展開す
る堅実さバイトコードにコンパイル .

2: bバイトのコードは各チェーンの公開キーで署名され、両当事者に送信。アリスは、自分たちの契約を展開します。ボブは、後で確認にコ
ピーを保持します。.

3: 同じことボブが起こります.
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4: 契約、これが快いスワップに、両方の鎖を展開し、相手が最新ブロックのバイトのコードを検索して同じをしたかどうかを確認。これが発
生しない場合は、チェーンのすべての義務を実行する必要はなく、資金の損失することがなく、トランザクションを元に戻します。
元祖チェーンが次の受信者のチェーン中に自分たちの契約を展開する場合は、受信者のチェーンの契約は自動的に消滅し、戻って自分の
アカウントに資金を送金します。フリップ側では、発信者が契約を設定しますが、創始者契約は破棄されます受信者が本規約に同意しな
い場合が表示されますされている資金を。
両当事者は、スワップを追求して興味を持っていると仮定すると合意されたと、フォロースルーする必要があります彼らお互いチェーンに義
務、時これは定期的に支払チャネルを実行します。
タイムリーにお支払いを介して送信されていることを確認するために、各チェーン ピングを実行できる’の契約時間ロックメソッドを呼び出
すとします。かどうか、契約は合意されたの背後にあるブロックが多すぎます、時間ロック時と見なされます相手の支払チャネルを終了する
つもりはないし、契約は破棄されます。このインセンティブ彼らは彼らの資金を失うので、彼らの義務とフォロースルーに野党。それもイン
センティブ発信者発信者が、チェーンではなく相手のチェーンに資金を受けている状況で彼らは自分にひきつけようと有効その資金を送
金できますので、できるだけ早く自分たちの契約をピングを得て’自由’反対に資産チェーン資産を主張する自分の時間ロックが切れたので
.

5: アリスの最も経済的なオプションはボブの行為彼らの前に、アリスは資金を失うので資金を送信し、彼らの自身の契約をできるだけすぐ
に解決です。逆に、ボブがその資金を交換しないことを決めた場合、アリスも利益でした。だからそれはまた、できるだけ早く自分たちの契
約を解決するアリスの最善の利益

6: 両方の党のための最良のシナリオは、したがって、反対チェーン上の支払チャネルを解決し、できるだけ早く自分のチェーンの契約を解決
です。これを行うに経済的インセンティブを追加すると、ネットワークの恩恵素早くチェーン-チェーン転送.
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ワークフローの例
まず、ブロックチェーンを開発するために設計されたサフランのツールをインストールします。プロジェクトディレクトリ内の’saffroninit’を
実行し、チェーンを生成します。そこから、植物を使用してアプリケーションに必要なパッケージをインストールしますかという名前の私たち
のパッケージマネージャー’textttflora’新しいERC20資産を追加したいとしましょう。プロジェクト ディレクトリ内の ‘ フローラ インストール 
erc20’ を実行し、新しいトークンが生成されます。チェーンに契約を展開するには、「サフラン スタート」を実行し、’サフラン展開すべて’。
そこから、ブロックチェーンをグラフィカルに操作したい場合管理ダッシュボードにアクセスできます。ここからパッケージをインストール、
アカウントを追加、トランザクションなどなど多くのエーテル スキャンまたは別のブロック エクスプ ローラー ソフトウェアのようなを参照
してくださいすることができます。また必要があるリミックスや他のスマート契約開発ツールここもあります。
バックアップから、植物に開発する新しい契約をアップロードできます。あなたのチェーンはブロックチェーンの他のアプリケーションとの
対話をクローブにも接続できます。これを行うは、IPFノードをホストし、サーバーとして分散コンピューティングクラスターに接続します。ユ
ーザーとして、またはチェーンにスワップを開始する、その他の独立したブロックチェーンでを操作できます。すべてのブロックチェーン箱か
ら出してネイティブ ボストン トークンでスワップを開始できます。
今、公共の直面しているユーザーインターフェイス、チェーン、スマート契約相互作用とクローブの他の鎖を展開するカスタム契約ともやり
取りする間の自動転送などブロックチェーン上に、他のソフトウェアを統合できます。すべてがLamdenプロジェクトに可能です。

分散を維持し、以下のシステム建築を信頼
Lamdenの専用チェーンが分散であるEthereumで構築されます、以下のプロトコルを信頼Lamdenシステムの残りの部分は、標準的な集
中管理サーバークライアントアーキテクチャを使用して開発できます。ただし、これは可能性があります実行のより簡単な方法が、標準的な
HTTPプロトコルはDDOS攻撃、サーバー障害、およびプロジェクトの共同研究者の権利を犠牲にするデータの所有権を集中管理する脆弱。
したがって、プロジェクトが配置されるIPFで配布されている真のピアツーピアシステムを確立するプロトコルと信頼により.

Lamden タウ、柔軟なデジタル資産
専用チェーン全体で支払チャネルがアプリ間通信を容易にするため中もあります離れてチェーンホストから離れてLamdenプロジェクトに
関与しているユーザーや開発者が簡単に参加し、ブロックチェーンアプリケーションを使用するにはフローラ。したがって、’Lamdenタウ’と
して知られている柔軟なユーティリティ資産を提案する.タウは、自体、ユーザーによってシステムの通貨を使用するすべての専用チェーンを
使用している貿易のため利用可能なプラットフォームの普遍的な資産を提供するデジタル資産です。彼らは互いに資産を転送を開始する他
の専用チェーンと独立した関係を形成する必要はありませんので、タウチェーンとの通信はLamden開発者は、ボックスが出てくる。この
方法でデジタル通貨市場と貿易をすぐにブロックチェーンアプリケーションに統合する開発者を開始できます。多くの個人はLamdenコミ
ュニティから来ているアプリケーションに参加することができる、専用チェーンの採用率を増やすタウ箱からネイティブのデジタル通貨を 
Lamden のすべてのユーザーに提供することによって.

トークンの販売 (トークン散乱イベント)
LLamdenプロジェクトLamdenタウのトークンの配布イベント(トークン散乱)によって資金が供給されます。これらのLamdenタウ
ERC20トークンの形でEthereum主鎖で購入可能になります。当該Lamdenタウはクローブのチェーン通信のマイルストーンの達成を意
味する形式的なプロセス中にLamdenチェーンに交換可能になります。組織のドキュメントに含まれてさらにトークンの散乱イベントの詳
細.
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結論
 Lamdenプロジェクトの目標は、開発者の一般的な人口の急速な発展は、一連のツールお
よび簡単なブロックチェーンの展開を提供することです。今日の開発者によって使用される最
も人気のあるツールに基づく私たちのツールをモデリングによってブロック チェーンに関与を
取得したいが、最初のハードルを乗り越えることができない開発者の大規模な熱狂的な基地
をとらえることができます。
さらに、集中的なコミュニティを提供すること、によっては、革新繁栄し、自体は、新しくて大
きい技術につながると、業界全体を加速時に構築できます。
最後に、クローブ、を通じて我々がこれらのプロジェクトの専用チェーンが自己管理の利点を
保持して偉大な大きな生態系の利用もできるようにスワップ取引を容易にする単一のルーティ
ングシステムで一緒にすべてを接続することができます。アプリケーション.


