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一、事業背景 
1.1 ブロックチェーン業界の発展 

ブロックチェーンは、20 年前のインターネットのように、静

かに人間の生活を変えています。 ブロックチェーンは、データの

改ざん不可、透明性の高い、分散化された方法で記録、共有、お

よび取引できることが特徴です。これにより、ほとんどの業界が

根本的に覆されました。ビットコイン（BTC）からブロックチェ

ーンの請求書、またブロックチェーンの公用サービスまで、ブロ

ックチェーンの普及は必然的に発生しています。 

中心化された金融システムは、過去数百年で効果的に社会開

発を促進してきましたが、多くの欠点ももたらしました。 2021

年、デジタルエコノミー時代の到来とともに、分散型金融の開発

は大きな注目を集めました。 

QUATRO は、世界一革新的な分散型金融エコロジカルプラッ

トフォームとして、ブロックチェーン、暗号化、マッチングエン

ジン、暗号化されたデジタル資産ストレージ、その他のテクノロ

ジーを有機的に組み合わせて、世界中の何億人ものユーザーに革

新的な分散型デジタル金融サービスを提供しています。 DeFi の

新しい世界を開くための窓口になり、オープンシェアリング、イ

ノベーション、分散型のグローバルデジタル資産循環エコシステ

ムを共に構築しましょう。 

 

1.2 分散型金融の継続的な発展 

DeFi（分散型金融）は、2020 年と 2021 年に も急速に成長

しているブロックチェーンアの分野です。 その目標は、従来の金

融サービスシステムを覆し、デジタル経済の新時代の到来を促進

して、誰でも経済上の自由を獲得できるようにすることです。 

DeFi の新しいシステムによって、ユーザーは権限が独占されてい
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た金融サービスにアクセスできるようになり、個人の資産とデー

タを完全にコントロールできるようになります。 

ブロックチェーン資産の急増に伴い、取引用のデジタル資産

の需要も徐々に高まっています。 2021 年 qkl123.com の 新調

査によると、DeFi のロック価値は約 539.89 億米ドルとなりま

す。より多くの伝統的なヨーロッパ金融機関が DeFi を使用し、よ

り高速で安全な支払い処理サービスを促進する傾向があります。 

将来、分散型金融（DeFi）は、デジタルエコノミーの構築と

ブロックチェーンテクノロジーの開発が成熟になるより、新しい

金融形態になります。 QUATRO は、数字を使用して新しい金融

システムに価値をもたらし、分散型ネットワークの構築を通じて

時間と空間を超えた価値を完成させ、金融の権利を大衆に返し、

金融をより効率的、包括的、公平的になるように努めています。 

 

1.3QUATRO エコシステムが DeFi2.0 時代をリード 

DeFi の概念は、スマートコントラクトの誕生以来根付いてい

ます。これまでのところ、市場には何千もの関連プロジェクトが

あります。分散型取引所（DEX）、ウォレット、ステーブルコイ

ン、モーゲージローンなどから、DeFi エコシステムの全体発展が

見られます。  

 
図 1-1：DeFi エコロジーの簡潔なモデル 
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しかし、現在の金融サービスは多くの問題が存在します。こ

れらの問題の主な原因は、従来の金融システムは集中型、単一機

関の存在であり、すべての取引は第三者監督の下で発生します。 

したがって、個人の経済自由はある程度奪われています。DeFi

は、全ての人間、一般人が自律で平等な金融サービスを受けられ

ることを実践させています。 

 
図 1-2：従来の金融システムの簡潔なモデル 

 

従来の金融システムには現在、下記の欠点があります。 

1.金融サービスの差別的取り扱い 

2.不必要な監督とレビュー 

3.必要な透明性の欠如 

上記の欠点は下記の結果につながりました： 

a. 従来の金融施設の使用には、高額の手数料がかかること 

b. 地理的な境界によって引き起こされる資産の不足、官僚主

義、および規制レビューの問題のため、投資ポートフォリオを多

様化することが実践できず、機会を逃すこと 

c. 個人は、過度かつ不必要なカウンターパーティリスクを負

うこと 
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d. ほとんどの金融市場はゼロサムゲームであり、少数の人々

がお金を稼ぎ、ほとんどの人が損すること 

DeFi 業界の特性を解決するために、ブロックチェーンテクノ

ロジーの開発力を借りて、QUATRO の開放的な金融エコシステム

は DeFi がピアツーピアファイナンスを通じて金融機関が直面して

いる現在の問題を解決し、暗号資産の交換を実現することを可能

にする。DeFi 2.0 時代の活発な開発を正式にリードします。 
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二、プロジェクト紹介 
2.1 プロジェクト概要 

QUATRO は、世界一革新的な分散型金融エコロジカルプラッ

トフォームであり、グローバル投資家向けの包括的かつインテリ

ジェントな金融エコロジカルネットワークの構築を目指している

新世代の DeFi の根本的なインフラストラクチャです。 QUATRO

エコロジカルプラットフォームは、あらゆる DeFi アプリケーショ

ンシナリオに完全に組み込める「QUATRO プロトコル」を革新的

に採用しています。マルチブロックチェーンに基づくアプリケー

ションネットワークシステムは、取引効率を大幅に向上させ、取

引手数料を削減します。現在の主流のパブリックチェーンが直面

している取引の渋滞問題と高額な手数料を回避します。 

QUATRO エコシステム独自の技術的な特徴は、DeFi エコシ

ステムの開発を大いに促進し、さらに多くの DeFi 業界の従業者や

開発者の注目を集めています。将来的には、「QUATRO コントラ

クト」に基づいて、より多くのプロジェクトやテクノロジーが派

生し、開発されます。 

テクノロジーギークによるスマートコントラクトへの熱情に

より、世界中からますます多くのスマートコントラクト愛好家が

集まり、DAO 組織を形成し、DEXTOR Lab が設立されました。 

DEXTOR Lab は、成熟したプロフェッショナルな分散型自律組織

システムにより、DeFi 2.0 時代の分散型の主要チームになり、5

年間の準備を経て、QUATRO エコシステムを正式に立ち上げまし

た。 終的な目標は、すべてと接続する新世代の DeFi2.0 スマー

トエコシステムを建築することです。 

 

将来的には、DeFi 業界のエコロジカルな構築に焦点を当て、

データ分析側とデータ生成側でスマートコントラクトのネストを
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主導し、データ処理のエコロジカル閉ループを形成し、主流の金

融および DeFi 分野で直面している苦境を打ち破ります。そしてエ

コシステムの価値は短時間で指数的な成長を達成することが可能

です。 

 

2.2 プロジェクトハイライト 

QUATRO エコロジカルプラットフォームは、DeFi エコシス

テムの統合に専念しており、高性能ブロックチェーンアプリケー

ションレイヤーのスマートコントラクトを作成し、分散型取引

所、分散型預金/貸借、アグリゲーター/スマートプール、クロス

チェーンコントラクト、分散型の支払い、アルゴリズムステーブ

ルコインなどのアプリケーションシナリオに組み込むことを通じ

て、全面的な分散型金融ソリューションの方針を構築し、それに

基づき、斬新的なデジタル金融エコシステムを確立することがで

きました。 
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図 2-1：スマートコントラクト７つのエコシステム 
 

QUATRO は、「デジタル化+インテリジェンス」を使用し

て、スペース間、地域間、チェーン間の値転送を実行し、DeFi2.0

の究極の価値を実現します。 新の多要素セキュリティメカニズ

ムを採用して、全面的に取引のセキュリティを確保しています。

中心的なテクノロジーと金融革新を推進力として、価値を循環さ

せる金融新形態の再構築を加速し、完全な DeFi インフラストラク

チャを作成します。 

グローバル金融の自律的管理を向上させるために、

「QUATRO プロトコル」を組み込み、完全なエコロジカルプラッ

トフォームの構築を改善し、世界で も革新的な DEFI エコロジカ

ルプラットフォームのコンピュータ言語を導入することでスマー

トコントラクトが実行でき、金融取引の分散化を実現します。 ま

た、自律エコロジカルコンセンサスに対する信頼を構築するため

のプラットフォームコンセンサスメカニズムも確立できます。 
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三、テクノロジーアプリケーション 
3.1 技術の枠組み 

QUATRO スマートコントラクトは、分散方式でさまざまなブ

ロックチェーン元帳接続と価値交換を実行します。暗号化の 先

端の理論を適用して、ユニバーサルクロスチェーンプロトコル

と、クロスチェーントランザクションおよびイントラチェーント

ランザクションを記録する分散型元帳を作成します。パブリック

チェーン、プライベートチェーン、コンソーシアムチェーンのい

ずれであっても、低コストで QUATRO スマートコントラクトを

組み込むことができるため、さまざまな領域にブロックチェーン

元帳接続とレジャー間の資産転送が実現できます。なお、スマー

トコントラクトのクロスチェーンインタラクションをサポートす

るだけでなく、スマートコントラクトトークントランザクション

のプライバシー保護もサポートしています。 

QUATRO スマートコントラクトを通じて、あらゆる機関およ

び個人は、独自のビジネスウィンドウを開くことができ、預金と

貸借、交換、支払い、決済などデジタル資産に基づいたサービス

を提供します。プラットフォームが提供するブロックチェーンイ

ンフラストラクチャを通じて、より多くの人がより豊富なデジタ

ル資産ベースの金融サービスを楽しむことができます。 技術的

に、QUATRO はさまざまなブロックチェーンネットワークにクロ

スチェーン資産転送チャネルを提供するインフラストラクチャと

なります。これは、さまざまなブロックチェーンネットワークと

の相互接続、クロスチェーントランザクションの完全な記録、お

よびチェーン内トランザクションの明細保守を可能にするクロス

チェーンプロトコルです。QUATRO スマートコントラクトは、主

流のパブリックチェーンとコンソーシアムチェーン、およびチェ
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ーン間のスマートコントラクトクロスチェーンの相互作用をサポ

ートし、新しい資産を作り出します。 

 
図 3-1：QUATRO スマートコントラクトのパーソナルウィンドウ 

 

DEXTOR Lab は、QUATRO ネットワークに基づいて、安全

で信頼性の高い分散ストレージネットワークを構築し、データ分

散ストレージ、データセキュリティ検証、市場ベースのストレー

ジトランザクション、および DeFi エコシステムであるコグニティ

ブコンピューティングの運用を実現することを目指し、効果的な

データストレージ機能およびデータ分析機能を構築します。

QUATRO は、ネットワークトランザクションの効率と信頼性を確

保するため、スマート端末をトランザクション市場に接続し、分

散型トランザクションがチェーン上で完了できるように実現させ

ます。 
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図 3-2：QUATRO のネットワークシステム構造 

 

 

3.2 TUBE のクロスチェーンコンセプトと QBRIDGE コント

ラクト 

BTC の誕生以来、ブロックチェーンは世界にあまりにも多く

の変化をもたらしました。残念ながら、ビットコイン（BTC）や

イーサリアム（ETH）などのパブリックチェーンは特定のユーザ

ー数と各自の DApp がありますが、ブロックチェーンネットワー

ク全体は孤立された状態です。各ブロックチェーンシステムは孤

立した情報の島のように、クロスチェーンアクティビティや相互

通信が不可能です。 
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図 3-3：ブロックチェーンシステムの情報アイランド 

 

これらの問題により、DeFi 2.0 エコロジーの開発が大幅に妨

げられています。たとえば、 ETH スマートコントラクトは BTC

の流通にアクセスできず、ブロックチェーンのパフォーマンスと

スケーラビリティに大きな影響を与えます。したがって、複数の

ブロックチェーンネットワークを並行してサポートできる DeFi 世

界を構築し、各チェーンが特定のシナリオでそれぞれの役割を果

たし、同時に相互通信ができるように実現することが、不可逆の

法則であり、ブロックチェーン開発の理想的な結果となります。 

しかし、そのような概念は今の段階であまりスムーズに発展

できていません。現在、集中型取引所は高性能のクロスチェーン

トランザクションを実現できますが、結果として独占と集中化は

利益よりも損失をもたらします。また、それは QUATRO の

DeFi2.0 にも反しています。 

RSK や Loom などの一部のサイドチェーンはこの問題を解決

しようとしていますが、アプリケーションシナリオが非常に限ら

れているか、ユニバーサルインターフェイスを提供することがで

きていません。 ETH と EOS で開発された分散アプリケーション
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とスマートコントラクトがアトミックレベルのトランザクション

を実行できるようにすることと、ブロックチェーン間の資産トラ

ンザクションとデータの情報交換などのアクセスを可能にするこ

とが理想的です。それに基づき、現代のビジネスおよびインター

ネット社会で期待されている拡張性と完全性が実現できます。 

 

T 契約-TRON スマートコントラクト 

TRON の効率的なスマートコントラクトは、次の点に基づい

て実現されます。 

1. 成熟した開発者コミュニティ、高い開発効率、および多く

の適切なシナリオで Java をサポートすること 

2. 効率的なコンセンサスメカニズム 

3. 優れたデータベース構造とアカウントシステムが備えてい

ることにより、ユーザーが複雑なアイデアやモデルをシンプルな

アプリケーションエンティティに変換できること 

 

TRON には多くのメリットがあるため、TRON をベースに、

誰でもが参加してメリットを享受できるエコシステムプラットフ

ォームの構築が実現できます。ユーザーは、TRON ネットワーク

とさまざまな DAPP 機能により、コストを削減し、生活の利便性

を向上させることができます。 また、DAPP を TRON ネットワ

ークとメンテナンスノードに展開して、TRON ネットワークの運

用をサポートし、利益を得ることも当然にできます。 

ユーザーや開発者だけでなく、TRON ネットワーク上のメン

テナンスノードは、全員が TRON プラットフォームエコシステム

の構築に参加し、それに対応する報酬を獲得できます。 
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U プロトコル-Unihash スマートコントラクト 

基盤となるメインチェーンテクノロジーは POW に基づいて

おり、完全な分散化とノードへ無料のアクセスを実現します。

POW メカニズムを通じて、取引プロセス中のルールを満たす 

、または元帳の権限を取得するため、ランダムの数字コードが生

成され、データをこのラウンドに記録されるために送信し、検証

後にネットワーク全体のノードと共有し、保存されます。 

現在、Unihash スマートコントラクトには大きくて完全なエ

コシステムがあり、メインチェーンで開発された通貨は、UNIE、

UNIGRAM、YOUBOCOIN、Hashbrid Coin、PQoin、DES 

Coin、UHCLOUDCoin などがあります。Unihash スマートコン

トラクトによって開発されたアプリケーションは Neuron 

Wallet、POWER Proof of Work Equilibrium Reserves、DES ク

ロスチェーンウォレットなどの暗号通貨ウォレットがあります。 

Unihash は、非常に健全なエコロジーシステムであり、多く

のユーザー、および限定のコミュニティ「Unihash Genesis 

Community」を所有しています。将来的には、他のメインチェー

ンと合意に達し、ETH、BTC、BINANCE、HUOB、TRON などの

相互トラフィックを実現します。 
 
B プロトコル-BNB スマートコントラクト 

Binance Smart Chain / BSC は、分散型アプリケーション

（dapps）向けの Binance のスマートコントラクトプラットフォ

ームです。具体的に、BSC ネットワークは、プルーフオブステー

ク（PoSA）アルゴリズムと呼ばれるプルーフオブステーク

（PoS）コンセンサスの修正バージョンを使用します。つまり、

BSC は、BNB を誓約し、BSC ネットワークによって生成されたブ

ロックの検証を担当する 21 の検証者に集中しています。 
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集中型システムに匹敵する高スループットと低遅延の特性に

より、BinanceDex のトランザクション速度と優れたユーザエク

スペリエンスが保証されます。 Binance Centralized Exchange

のプロフェッショナルな金融商品モジュールに基づき、Binance 

Dex は、分散型取引所の利点と概念を使用し、勝手の通貨増加や

集中型取引所の不透明なユーザー資産など一連の問題点を解決し

ようとします。それにより、資産の管理権限はユーザーに返され

ます。 

PoSA（Proof of Stake Authority）コンセンサスアルゴリズ

ムは、Delegated Proof of Stake（DPoS）と Proof of Authority

（PoA）メカニズムの機能を組み合わせたものです。 21 の検証

ノードのネットワーク上に構築されているため、数秒以内にブロ

ックを生成し、DeFi プロトコルの高速インフラストラクチャを作

成することができます。 

 

E プロトコル- ETH スマートコントラクト 

一般的なコントラクトの代わりに、 ETH スマートコントラ

クトは、ブロックチェーン上で実行するようのトリガーおよびプ

ログラムコードを保存するセクションです。 これらのコードは特

定の所定ルールを達成できることにより、「 ETH 実行環境プロ

キシの自律エージェント」と言います。  ETH のアカウントとコ

ントラクトは下図のとおりです。 
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図 3-4： ETH のアカウントとコントラクト 

 

 ETH はスマートコントラクトで非常に簡潔なデザインを採

用しています。 

誰でも ETH ブロックチェーン上でスマートコントラクトを

開発できます。開発されたスマートコントラクトのコードは ETH

アカウントに保存されます。このようなコードとともに保存され

たアカウントはコントラクトアカウントと呼ばれます。 一方、キ

ーによって制御されるアカウントは外部アカウントと呼ばれてい

ます。 

 ETH のスマートコントラクトプログラムは、 ETH 仮想マシ

ン（EVM）で実行されます。 

コントラクトアカウントは、独自的にスマートコントラクト

を開始および実行することができません。 スマートコントラクト

を実行するには、外部所有のアカウントがコントラクトアカウン

トへのトランザクションを開始して、コードの実行をトリガーす

る必要があります。 

ETH と BTC の大きな違いの 1 つは、前者がチューリング完全

性（Solidity）というプログラミング言語とそれに対応するオペレ



 

 
 

1  

世界一革新的な分散型金融エコロジカルプラットフォーム 

ーティング環境（EVM）を提供することです。 いわゆるチュー

リング完全性とは、このスクリプトプログラミング言語がすべて

の可能な計算を実行できます。それに対して、BTC の UTXO モデ

ルとスクリプトは一部の計算しか実行できません。 

前述により、異なるメインチェーンのスマートコントラクトは

相互作用できないため、QUATRO は異種の「ブリッジテクノロジ

ー」である QBRIDGE プロトコルを提案します。潜在的に異なる機

能を備え、並列クロスチェーン構造プロトコルであり、異なるクロ

スチェーンプロトコルまたはチェーンの匿名性をサポートし、特定

のシナリオに対応できます。プライベートチェーンとインターフェ

イス構造を持つコンソーシアムチェーンの両方は、ブリッジテクノ

ロジーQBRIDGE プロトコルを介して QUATRO エコロジカルプラ

ットフォームネットワークにアクセスできます。 

現在、取引を実現するために、4 つの TUBE プロトコルはすべ

て QBRIDGE スマートコントラクトが組み込まれています。 

 

3.3 クロスチェーン「ブリッジ」構造 

QUATRO エコロジカルプラットフォームは、各ブロックチェ

ーンが安全に保たれることを前提として、「QBRIDGE プロトコ

ル」を介して各独立チェーンと通信および接続します。 このプロ

トコルは、さまざまなチェーンを安全な方法で繋がる「ブリッ

ジ」の役割を果たします。 たとえば、 ETH と BTC のブリッジチ

ェーンにより、QBRIDGE プロトコルはイーサリアムのスマート

コントラクトの状態を読み取ることができます。 
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図 3-5：QUATRO のクロスチェーン「ブリッジ」構造 

 

そして、デジタル資産とマッピングされたデジタル資産の両方

は、同時に公平性の証明を代表しています。 それに基づき、資産

の検証ノードとマップされたノードは Nash バランスを形成し、ブ

リッジも自体のチェーンのセキュリティを向上する方法を獲得し

ます一方、QUATRO システムの基礎となるプラットフォーム資産

のステータスには影響しません。 

クロスチェーンテクノロジーにより、デュアルメインチェー

ン間の情報の相互作用を実現し、システムが高いスケーラビリテ

ィ、セキュリティ、および効率を両方に実現できます。 同時に、

オンチェーントランザクションの TPS を増やすことにより、チェ

ーン上のトランザクションが高速、高頻度、低料金の要件を満た

すことができます。高い同時実行性と TPS ビジネスであろうと、

高いスケーラビリティと強力なインテリジェンスビジネスであろ

うと、QUATRO プロトコルは全面的な機能を持って処理できま

す。 
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図 3-6：デュアルメインチェーン間の情報交換 

 

クロスチェーンは、チェーン間の値変換と情報交換を実現す

るための、各ブロックチェーン（つまり、図の適応サイドチェー

ン）間のブリッジとして理解できます。 サイドチェーンの変換に

適応することにより、2 つのメインネットワーク間またはさらに

多くのメインネットワーク間の相互作用を生成できます。 ブロッ

クチェーンは、技術的な観点からは分散型元帳であり、商業的な

観点からは価値ネットワークの拡張です。 ネットワークに接続す

るノードの効果が高いほど、ネットワークの価値は高くなりま

す。したがって、この価値のあるネットワークを構築し、多くの

ブロックチェーンに接続および拡張するには、クロスチェーンテ

クノロジーが必要です。 
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3.4 分散型データストレージ 

現在、分散ストレージは QUATRO の分散型金融インフラス

トラクチャにおける重要な価値サポートであり、金融データスト

レージに も強力なセキュリティ保証を提供されています。仮想

マシンのストレージスペースが限られているため、静的リンクを

成立したり、チェーンに元のドキュメントを保存したりするユー

ザーのニーズを満たすことができません。分散ストレージは、デ

ータをチェーン外の分析し、保存することにより、さまざまなシ

ナリオのニーズに適切な選択肢を提供します。データがプライベ

ートストレージとパブリックアクセスが選択できます。また、財

務データのプライバシーとセキュリティに対し、ストレージの効

率についても重要な考慮事項を検討しています。 

QUATRO は、サードパーティによる分散ストレージに基づい

て研究開発を加速します。 ユーザーのセキュリティとプライバシ

ーを確保するために、サードパーティによる分散ストレージは、

ストレージアーキテクチャソリューションとしてサーバーレスイ

ンタラクティブシステムを採用する必要があります。分散ストレ

ージの実装方法に関して、QUATRO は DHT（分散ハッシュテー

ブル）を P2P 通信構造として採用することを要求しています。こ

れは分散ストレージの非常に成熟した技術ソリューションでもあ

ります。 

QUATRO は、第 3 世代の DHT-Kadmilia を P2P ネットワー

クの構造として採用しています。 ネットワーク全体は、

KeyValue 方式を使用して設計されています。 キーは、正確な検

索と、複数の距離ジャンプアドレスによる 終的なダウンロード

に使用されます。 悪の場合、2 n 番目のパワーノードを持つ

Kad ネットワークでは、検索されるノードまたは値は、 大 n ス

テップ以内で見つけることができます。 さらに、QUATRO は、



 

 
 

2  

世界一革新的な分散型金融エコロジカルプラットフォーム 

複数の異種ストレージシステムやその他のセキュリティ戦略をラ

ンダムに変更して、ハッカー攻撃の難易度を高め、ストレージシ

ステムのセキュリティとプライバシーを向上させます。 

 

DHT-Kadmilia の概要とアルゴリズムの原則： 

DHT（分散ハッシュテーブル）-分散ハッシュテーブル。分散

ハッシュテーブルとも呼ばれます。 分散ハッシュテーブルは、主

に大量のデータを格納するために使用されます。 実際の使用シナ

リオでは、格納されている「各ビジネスデータ」のハッシュ値を

直接計算し、ハッシュ値をキーとして使用し、ビジネスデータ自

体が値となります。 

 

 
図 3-7：DHT の図 

n 個のノードで構成される Kademlia ネットワーク X ... Xn を

想定し、上位ビットから下位ビットの順に 0 と 1 で構成される合

計文字列として ID を書き込みます。 X1 ... Xn は、フレドキンに

よって発明されたオーダーツリーデータ構造であるバイナリトラ

イで完全に表現されます。 パスはビット文字列に対応します。0

は左側の部分文字列に対応し、1 は右側の部分文字列に対応しま

す。 リーフ（トライ構造のエンドノード）までの長さ d のパス

で、リーフステータスの ID または値が検出されます。 したがっ
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て、バイナリトライの高さは d であり、ルートからルートまでの

距離は d であるため、正確に n 個のリーフノードがあります。 

 

x =（x1、...、xd）および y =（y1、...、yd）で、トライに 2

つの ID（リーフ）があると仮定します。 l（x、y）を、x と y の

も低い共通初代データへのルートパスの長さとして設定しま

す。 x と y の共通プレフィックスの長さは、次のようになりま

す。 

l（x、y）= max {i：x1 = y1、...、xi = yi} 

l（x、y）2d-l（x、y）-1≤δ（x、y）<2d-l（x、y）の境界ま

での距離 x と y を確認するのは簡単です。 

したがって、x までの距離に応じて{1,1} d \ {x}を除算する

と、次のようになります。 

下に示された 

Di（x）= {y：1i-1≤δ（x、y）<1i}、i = 1、...、d 

その場合、Di（x）は、各ノードがトライ内のサブツリーに相

当します。 

長さ i の共通プレフィックスを x と共有します：Di（x）= 

{y：l（x、y）= d−i}、i = 1、...、d 

k-bucket（x）の Di（x）に対応する ID セットとして Bi

（x）を想定します。 このモデルでは、| Di（x）|≤k の場合、Bi

（x）= Di（x）であると仮定します。 それ以外の場合、すべての

A⊂Di（x）および| A | = k について、次のようになります： 
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図 3-8：k-bucketsofx 

 

つまり、データメカニズムの整合性を確保するために、各 k

バケットを置換せずに均一かつランダムに埋めます。 
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四、エコロジーの構造 
分散型金融市場では、QUATRO エコシステムの DeFi レイア

ウトには、DEX、分散型預金/貸借、アグリゲーター/スマートプ

ール、クロスチェーンコントラクト、分散型取得、支払い、アル

ゴリズムステーブルコインの 7 つの部分が含まれます。前例のな

いトレンドをリードし、偉大のイノベーションを形成します。 
 

4.1 分散型エクストラクタ（Dex） 

世界で も革新的な DeFi エコロジカルプラットフォームとし

て、QUATRO はエコシステムに 4 つの Dex を作成します：TUBE

プロトコルを介して Tswap、Uswap、Bswap、および Eswap。 

4 つの異なるメインチェーンでの流動性マイニングに基づいて、

相互のクロスチェーントランザクション用に新しいデジタル資産

TUBE 1、TUBE 2、TUBE 3、および TUBE4 が取得されます。そ

れにより、エコロジーシステムの中でインタラクティブなネット

ワークが形成されます。また、さまざまな Dex の自動マーケット

メーカーをサポートし、リキッドプールの流動性も確保できま

す。 

Unihash スマートコントラクトスマートコントラクトを通じ

て、集中型取引所の役割が徐々に置き換えられ、ユーザーは集中

型取引所の資産を保管することなく資金の循環を実現できます。 

また、自動化されたマーケットメーカーは、アルゴリズム方程式

を介して資産の取引価格を決定するためにオーダーブックに依存

する必要はなく、ユーザーのカウンターパーティとして機能しま

す。 
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4.1.1 分散型取引所 Uswap 

Unihash ブロックチェーン上のスマートコントラクトオンチ

ェーンシステムにより、「製品定数式」に基づいた自動流動性プ

ロトコルを実現できます。 Uswap は、流動性マイニング機能を

アクティブにして、ユーザーが Unihash または Unigram を保存

した後、マップされたプラットフォーム資産 TUBE1 を自由に受信

できるように実現します。 さらに、Uswap 取引所の他のデジタ

ル資産についても同じです。 ユーザーは、Uswap の指定された

取引ペアに通貨をステークし、オンチェーン流動性マイニングを

通じて TUBE1 またはその他の対応する資産を効率的に生成するこ

とができます。 

このようにして、Uswap 起動時の流動性不足の問題が回避さ

れます。 TUBE 1 は、Unigram と Unihash のトレーディングペ

アリングをプレッジすることで取得できます。 Unigram や

Unihash などの通貨をステークすることで、大きなプレッジ需要

が生まれ、 TUBE 1 の生産が制限され、Unihash エコロジカル通

貨の価値が向上します。 

一方、Uswap は、自動マーケットメーカーをサポートしてい

ます。 アルゴリズムによってトランザクションの深さが提供され

ます。つまり、自動マーケットメーカー製品の資産価値は、取引

が発生するときのみに変更が発生します。外部操作を抑えること

を意味します。取引には手動的な人工介入をなくし、インテリジ

ェントコントラクトによって達成されます。 

 

4.1.2 流動性プロバイダー 

DEFI ループの流動性が不足している一方、取引量が大きいた

め、価格が常に変動しています。価格の変動は悪循環を引き起こ

し、価格の変動が大きなコインは取引所に受け入れられる可能性
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が低いです。 AMM フィールドは急速な成長を達成しています

が、伝統的な産業から大規模な流動性プロバイダーを引き付ける

ために必要なインフラストラクチャを構築するために、非効率的

な資金、マルチ通貨の保有、および一時的な損失などの問題は解

決されなければなりません。 

したがって、Uswap は自動化されたマーケットメーカーのモ

デルを採用して、資本プールを継続的に拡張することができるよ

うに、アルゴリズム市場メーカーとトレーダーの流動性を集める

ことになります。 プラットフォーム上のトランザクションはアル

ゴリズムによる設定されたパラメータに行われます。 各自動化マ

ーケットメーカー取引は、買い手と売り手の資金を流動性プール

に保管されます。 

 

4.1.3 自動マーケットメーカー 

自動マーケットメーカーは、伝統的な市場メーカーの取引行

動を模倣するために、DEFI などの仮想市場で「マネーロボット」

アルゴリズムを使用し、販売価格や購買金額を特定していませ

ん。 自動マーケットメーカーDEX は暗号資産を流動性プールに

集め、マーケットを作るために決定論的アルゴリズムを採用して

います。 アルゴリズムによると、各自動マーケットメーカー取引

所には独自のアルゴリズムがありますが、購入者の見積もりを提

供するためにいくつかの事前定義された基準が採用されます。 

AMM は、伝統的なマーケットメーカーのように市場流動性を向

上させることだけではなく、地理的な制限と親権の必要性なし

に、安全性と信頼性の高い利点を持っています。 

従来の暗号通貨の取引方法は根本的に変更されました。オー

ダー帳取引の従来のモデルとは異なり、AMM トランザクション

の当事者は、内部の資産プールと交流しています。流動性プール
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では、ユーザーが完全に分散化されている、委託されない形でチ

ェーン上の通貨間にシームレスに切り替えることを許可します。 

流動性プロバイダーは、資産プールへの貢献割合に基づいて、受

動的な利益として取引手数料が獲得できます。 

USWAP は定数 Product Market Maker（AMM）を採用し

ており、AMM は関数 x * y = k に基づいており、それは各通貨の

利用可能な量（流動性）に基づき、2 つの通貨の価格範囲を確認

します。 一定の製品 K を維持するために、通貨 X の供給が増加

すると、通貨 Y の供給は対応して減少し、その逆も同様である。 

この関数を作成すると、結果として双曲線が表示されます。 流動

性は常に利用可能ですが、価格は高くなりますので、両端は無限

大に近づきます。 ユーザが Usawp で SWAP 機能を実行すると、

ステークプール内のペアリングの価格は、定数積 AMM 式 X * Y 

= K に従って影響を受けます。 
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図 4-1：AMM 機能の例 

4.1.4 流動性マイニング 

今までの DEFI 流動性マイニングは主に ETH ブロックチェー

ンによって開発された製品のことです。 ETH 上の DEFI 製品に流

動性を提供することによって利益を得られます。 簡単に言えば、

特定の通貨資産をデポジットすると、マイニングに参加できま

す。 「マイニング」と呼ばれるのは、従来の BTC 産業における

利用された名称のことです。 

流動性マイニングの利益には、ガバナンス通貨、コンミッシ

ョンなどが含まれます。流動性マイニングに関しては、通貨を預

けることによって受動的利益を得ることができます。 ただし、よ

り高い収益を得るため、適切な管理が不可欠です。 異なるプロト
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コル間の収益率が異なりますし、同じ協定でさえ、異なる通貨市

場や通貨プールによって多くの違いがあります。 

流動性マイニングの利益は多くの要因によって異なります。

各期間（毎日または毎週）によって発行された量は基本的に固定

されているため、主要の報酬は通貨の価格、流動性自体の重さ、

そして全流動性に占める割合などです。 

 

4.1.5 TUBE プロトコルとの分散型取引所 

Quatro エコロジカルプラットフォームは、TUBE プロトコル

を代表する 4 つのスマートコントラクトを作成し、4 つのブロッ

クチェーンに適用されます。 前述した Unihash スマートコント

ラクトに加え、T（TRON）、B（BNB）、E（ETH）の 3 つのイ

ンテリジェントコントラクトがあります。合計 4 つのブロックチ

ェーンに適用されます。 

各ブロックチェーンのスマートコントラクトオンチェーンシ

ステムは、自動流動性プロトコルを実装するための「製品定数

式」に基づいています。 後に、DEX は「SWAP」機能を有効に

して、ユーザーがマッピングされた資産を受信し、チェーン内の

他の場所に使用することを可能にします。「Quatro プロトコ

ル」は、ペアリングの 良の経路を見つけ、任意のコインの間の

解析数を有効にし、オンチェーンアグリゲータを介して DEX プラ

ットフォームコインを生成することができます。SWAP 機能によ

ると、ユーザーはトークンプールに流動性を提供することによ

り、いつでも自由にトークンプールにて資産の取引を行うことが

できます。取引ごとにより、複数の機能とパラメータと組み合わ

されたり、AMM の計算で流動性プロバイダのリスクを調整した

り、トレーダーの価格スリップ点を減らしたりすることができま

す。 
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一方、4 つのスマートコントラクトは QBridge の DEFI を介し

て相互接続を達成し、TRON、Unihash、BNB、ETH がマッピン

グできます。 

 
図 4-2：複数ブロックチェーン適用する QBridge 

 

4.2 分散型貸借 

従来の貸借プロセスはほとんど銀行などの集中機関が不可欠

な役割を果たしています。これらの機関は複雑な手続や資格の審

査期間が長いなどの欠点があります。さらに、貸し手と借り手の

コミッションと利息を稼ぐために、貸し手と借り手を別々に扱い

ます。この場合、借り手の支出が増加し、貸し手の利益も大幅に

減少されました。 

過去数年間の人気のあるインターネットファイナンス製品

P2P は、ポイントツーポイントモーゲージローンを専念していま

す。しかし、P2P 製品は 近多くの予期のない苦境に陥りまし
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た。集中機関に対する失敗した革命に、根本的な原因が操作の不

透明であり、資金が不正確に扱いされることにより、不良債権率

が高すぎることもあります。 

ブロックチェーンテクノロジーの分散化、開放性、透明性

は、この問題をうまく解決することができます。ブロックチェー

ンネットワーク上のピアツーピア貸借プラットフォームを通じ

て、転送は高速で、フローは透過的であり、ユーザーは各トラン

ザクションのフローを明確に確認できます。 

Quatro プラットフォームはポイントツーポイントモーゲージ

プラットフォームをユーザーに提供し、すべてのプロセスはスマ

ートコントラクトによって完了し、チェーン上にてチェックする

ことができます。 Quatro システムでは、借り手はモーゲージロ

ーンのため、デジタル資産をステークする必要があります。ここ

ではスマートコントラクトの制約によって利息が完了します。貸

し手は借り手の貸借フォームを閲覧することによって借り手を選

択できます。この選択のメカニズムは融資のリスクを大幅に削減

し、借り手により安全なサービス保証が提供でき、節約されたコ

ストは利息として払い戻しに使用できます。このポイントに基づ

き、Quatro は伝統的な集中金融プラットフォームとの競争上に優

位性を占めます。 

Quatro は、BTC、USDT、ETH などのデジタル資産をサポー

トし、迅速かつ便利なモーゲージローンの手順をもたらします。 

モーゲージローンとクレジットデポジットのマッチングのメカニ

ズムによって、迅速なマッチング、インスタント転送、日ごと利

息と前払いが可能です。モーゲージローンと投資の両方は市場の

状況に影響されません。効率的で便利な操作は、投資家の元本保
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護を効果的に確保することができます。

 
図 4-3：QUATRO モーゲージローン機構 

4.3 アグリゲーター/スマートプール 

アグリゲータは、データ集約、トランザクション集約、収益

集約、財務集約などの統合サービスを提供することができ、DEFI

の合成性および許可の必要がない機能によって統合されたサービ

スを提供することができます。ユーザーがより多くの収益が獲得

することに支援するため、より良い収益戦略を探し続けていま

す。 Quatro アグリゲーター/スマートプールは、Airswap、

UNISWAP、UNISWAP2、Kyber、Curve、OASIS、0x、および

dForce Swap などの複数の DEX プロトコルと統合されており、

流動性を高め、 も適切な取引ルートをユーザーに提供します。 

複数の DEFI プロトコルをサポートする Quatro は、流動性マ

イニングを提供するさまざまな DEFI プロトコルに自動転送でき、

より高いリターンをユーザーにもたらします。スマートコントラ

クトは他のモーゲージローンプロジェクトに接続することができ

ます。アグリゲーターにデジタル資産をデポジットすると、スマ

ートコントラクトは自動的にその資産を収益率が 上位のプロジ

ェクトに移管し、収益を得るためにローンを貸し出します。結果

として得られるすべての利益はプール内に収集され、特定の規則

に従ってユーザーに配布されます。 

 



 

 
 

3  

世界一革新的な分散型金融エコロジカルプラットフォーム 

4.4 クロスチェーンコントラクトプロトコル 

クロスチェーントランザクションは異なるチェーンのブロッ

ク生成速度と一致するように 適化する必要があるので、この問

題を解決するために QBridge メカニズムが設計されました。 ま

ず、クロスチェーンコントラクトプロトコルは、ブロックの生成

速度に基づき、チェーンを違うレイヤに配置し、同じレイヤのク

ロスチェーントランザクションを駆動するに、各レイヤに独自の

アダプタチェーンまたは適応モジュールを提供します。 第二に、

クロスレイヤ保証メカニズムは、異なるレイヤのクロスチェーン

トランザクションに関して、より遅いチェーンをメインチェーン

として設定することが効果的な解決策です。 このようにして、

TUBE の主要な４つプロトコルを通して、エコロジー内の相互作

用機能が連結されています。 

 
図 4-4：Q ブリッジの接続 

 

"QBridge"プロトコルは断片化されたブロックチェーンで

す。つまり、複数のチェーンを 1 つのネットワーク内に統合しま

す。結果として、セキュリティの保護と異なるチェーン間でデー

タを取引または交換することができます。 複数のトランザクショ

ンは、複数の指定されたチェーンを 1 つの断片化されたネットワ

ークに接続することによって、処理することができます。このシ
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ステムは、トランザクションを 1 つずつ処理する従来のネットワ

ークが面するボトルネックを解消します。 

 
図 4-5：Q ブリッジプロトコル 

将来的には、リレーチェーンへの埋め込みによって「Q ブリッ

ジ」プロトコルがさらに拡大されます。これにより、ネットワー

クに追加できる断片化されたブロックチェーンの数が増えます。 

クロスチェーンコンの合成性とメッセージ転送により、断片化さ

れたブロックチェーンは互いに通信することができ、価値の交換

と機能の共有を実現させ、新しいラウンドのイノベーションへの

扉を開きます。そして、ブロックチェーンが実際の経済に力を与

えるアイディアが実現できます。Quatro プラットフォームは結果

としてデジタル経済の開発礎石となります。 
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4.5 DEQUEST 分散型取得 

DEQUEST は Quatro エコロジカルプラットフォームの分散

型取得システムを指します。DEFI プラットフォームを通じてコミ

ュニティベースの利益を実現することを約束します。DEQUEST

システムによって、インセンティブや分散型管理を完了させ、コ

ミュニティのインセンティブは取引、保留中の注文、招待状、誓

約などによって使用され、流動性の深さを高め流ことにより、そ

エコロジーシステムの安定性が向上されます。TUBE プロトコル

では異なるスマートコントラクトを行うことにより、すべての分

散型取引所は DEQUEST プロトコルを実装します。 

分散型取得のエコロジカルプロセス 1： 

通貨をステーキングし、流動性プロバイダーになる-  LP 通

貨を取得する – ステーキングプールを指定する -  流動性マイニ

ングを開始する -  TUBE1 を取得する（毎日の産量とステークさ

れた通貨数に応じる） -  TUBE1 / UETH（Swap を選択できる） 

- Swap を TUBE1 へ交換する  -  DEQUEST 

分散型取得のエコロジカルプロセス２： 

Des ウオレットのバインディング –  ETH をチャージする -  

Dequest に入る  -  UETH へ交換する  -  Tube1 / UETH

（Swap を選択できる） -  Swap を TUBE1 /UETH へ交換し、

Des ウォレットに保存する 
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図 4-6：分散型取得のエコロジープロセス 

 

4.6 支払い 

Quatro エコロジカルプラットフォーム上のモバイルウォレ

ット、D.E.S 分散型ウォレットを構築します。Quatro の分散化自

律管理システムにて、D.E.S ウォレットは 4 つの TUBE プロトコ

ルが適用される支払いシステムをサポートします。 今の段階は、

Unihash と ERC のデジタル資産をサポートしています。引き続

き、BTC、TRON、とその他のメインチェーンをサポートし、マ

ルチチェーンとクロスチェーンウォレットを形成することを目指

しています。また、D.E.S は分散型エコロジーのクロスチェーンウ

ォレットに関するサービスも提供しています。 

 

Swap 支払いのエコロジカルプロセス 1： 
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DES メインウォレット（通貨転送） -  DES に（DEFI ウォ

レット）入る -  DES が USWAP に接続する  - Swap（交換）/ 

ステーキングプール -  AMM（AMM モード起動） - プール価

格が変更する – Swap が 1％の手数料を生成し、 LP の利益とし

て支払う 

 

Swap 支払いのエコロジカルプロセス２： 

DES メインウォレット（通貨転送） DES に（DEFI ウォレッ

ト）入る -  DES が USWAP に接続する  - Swap（交換）/ ステ

ーキングプール -  流動性プロバイダーになるために通貨をステ

ーキングする -  LP 手数料の利益を取得する – 流動性マイニン

グの通貨を取得する 

 
図 4-7Swap 支払いのエコロジカルプロセス 

 

4.7 アルゴリズムステーブルコイン 
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暗号化されたデジタル資産の一種として、BTC は、オープン

で透過的で不変の機能でよく知られているブロックチェーンテク

ノロジーを採用しています。BTC は、ユーザーが金融サービスに

参加できるためにしきい値を下げるように設計されています。銀

行口座を通らなくても、ユーザーは世界中に自由に送金できま

す。プライベートキーを使用すると、個人の資産は中央型金融機

関にコントロールされず、自分で管理できるようになります。 

BTC の誕生以来、人々は、暗号通貨の発行がブロックチェー

ン技術のアプリケーションの一つとして、ブロックチェーンと相

互的な関係がつながっていることに気づきました。暗号通貨は、

トランザクションの支払い手段として使用することだけではあり

ません。メンバーシッププロジェクトで、より多くの権利と利益

を組み込んだバウチャーとして機能することもあります。この種

類のバウチャーの発行量は公開で透明であり、自由に配布できま

す。 

QUATRO システムに、デジタル資産のマッピングはスマート

コントラクトによってプロトコル化されています。コントラクト

の起草により、プラットフォームコインが生成され、マッピング

を通じて取得できるものとなります。主流のコインをプラットフ
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ォームにチャージすると、プラットフォーム内の資金が引き続き

預け入れ、クロスチェーンマッピングを通じてプロトコル化され

たコインが生成されます。いわゆるプラットフォームコインのこ

とです。 

 

図 4-8：アルゴリズムスタブコインの生成 

五、プラットフォームコミュニティ構築 
5.1 コミュニティの設立 

コミュニティは、包括的なガバナンスで前向きなエコロジー

開発を促進するために、ブロックチェーン愛好家とプロジェクト

の参加者で構成されます。持続可能な開発、効率的な運営、平等

な権利の原則に基づいて、コミュニティはガバナンスシステムを

完成させたり、総務を調整したりするを行います。 

将来的に、すべてのコミュニティメンバーはエコロジー開発

に参加できるようになります。DEQUEST モデルを開発および設

計することにより、コミュニティは、自律通貨のインセンティブ

を取得するように、新しいユーザーを招待し、QUATRO プロトコ

ルのエコロジーシステムに入り、既存のトラフィックと組み合わ

せた新しいトラフィックを促進します。DAO 自律コミュニティの
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エコロジカル開発は、通貨の流通と QUATRO プロトコルから切

り離せません。 

コミュニティは、さまざまなスマートコントラクトコインを

通じて報酬を獲得できます。 また、DEQUEST はノードとスーパ

ーノードも開き、集められた料金はコミュニティへの報酬として

使用されます。コミュニティの粘性と効率を通じて、エコロジー

を公正、平等、公開のように発展させることを目指しています。

自律コミュニティの意思決定組織として DAO を使用すると、分

散型ネットワークで、誰でも投票の権利があります。DEQUEST

は、グローバルノードとスーパーノードによって促進され、

QUATRO プロトコルを世界に向けて引き続き開発します。 

a. 分散型自律組織として、コミュニティはオープン性、透明

性、コラボレーションの原則に完全に従い、個人でも組織でも参

加できるように厳格で科学的な組織構造を採用し、リーダーノー

ドに基づいた権利活動を実行します。 

b. オープンソースコミュニティとして、QUATRO はエコシ

ステムすべてのコミュニティ参加者は、資金調達の状況と完成度

を確認する権利を持つことと、投資に関するすべての変更が恒久

的に改ざんできないことを確保します。 

c. QUATRO コミュニティのリーダーノードは、オープンで

透明性のある選挙に参加し、保有クォータをリアルタイムで問い

合わせることができます。参加者は誰でも公開選挙に参加する権

利があります。選出された人は、組織の 大の利益のために、義

務を果たし、組織から与えられた権利と利益を積極的に行使する

必要があります。 

d. コミュニティリーダーノードの KPI には、クォータシステ

ム、コミュニティスケール、およびプロモーション結果が含まれ
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ます。 KPI 評価により、コミュニティは、優れたリーダーがプロ

ジェクトと組織に更に浸透するように、リーダーを奨励するもの

となります。つきまして、コミュニティにより多くの貢献を努め

ていただく一方、権利と利益が向上することを通じて、所属のコ

ミュニティメンバーにより多くの利益をもたらすこともできま

す。 

5.2 コミュニティインセンティブ 

DEQUEST は、将来のコミュニティ開発を促進するための主な

インセンティブとして、またノード、スーパーノード、投票、ト

ランザクションなどのガバナンス通貨として使用されます。さら

に、通貨は、エコシステム内で構築された DeFi に基づき、複数の

シナリオで分散型市場の予測にも使用できます。 
 

 
図 5-1：Quatro エコロジー  
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七、チームの紹介 
Dextor Lab は、世界中のブロックチェーン技術とスマートコ

ントラクト愛好者のグループで構成され、世界的に有名なギーク 

組織となります。チームメンバーは世界中有名な大学から卒業

し、ほとんどのメンバーは技術者であり、約 10 人のメンバーが

博士号を取得しています。 

Dextor Lab の創設メンバーには、シリコンバレーの幹部と世

界中ブロックチェーンの専門家が含まれています。すべてのメン

バーは共通のビジョンが共有されています：真に統一された DEFI 

2.0 ソリューションを実現させます。 
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八、免責条項 
1、このホワイトペーパーの内容は、プロジェクト情報を説明

する場合のみ使用されます。投資意見、証券要件、投資入札や販

売、製品や資産の販売として使用するものにはなりません。 

2、チームはホワイトペーパーの情報の正確性と完全性に解釈

権利と修正権利を所持します。ホワイトペーパーの中の活動に参

加する前に法律、課税、その他の専門コンサルタントに相談して

ください。 

3、すべてのプロジェクトのサポーターは、自分のリスクトレ

ランスを評価し、ホワイトペーパーと公式 Web サイトの関連指

示をよく読み、ブロックチェーンテクノロジを理解し、プロジェ

クトのリスクを明確に理解する必要があります。サポーターが配

布計画に参加すると、それはプロジェクトのリスクを理解し受け

入れることを意味します。通貨の取得は、実質的には寄付であ

り、返金またはキャンセル不可とのことです。 

 

九、リスク警告 
１、暗号通貨は市場の状況により、大きく影響され、価格は

期待値と大きく変動する可能性があります。 

２、世界各国はブロックチェーンに対する異なる態度を持っ

ており、各国の政策により産業に影響を与えることがあります。 

３、ブロックチェーン自体の基礎となる技術は、潜在的なセ

キュリティリスクが存在する可能性があります。 

４、暗号通貨の業界は、多くの不確実性と未完成または予期

のないリスクに直面する可能性があります。理性的にブロックチ

ェーンのリスクを十分に理解したことを前提として、参加してく

ださい。 
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