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序文 
 

World Wide Web の柱の1つはDomain Name System（DNS）です。このシステ
ムは人的に読み取り可能な名称と数字のIP アドレスのマッピングを司ります。

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（ICANN）は、ネットワーク運営
が保証されるように、インターネットの名称スペースと数字スペースに関連する複

数のデータベースのメンテナンスとルールを調整する組織です。ICANN はDNS root 
zone registries の技術的なメンテナンスを実際に実行しています。 

 
 これらのサービスは信頼性と障害の中心ポイントです[1][2]、DDoS 攻撃によ
ってオフラインで盗まれる可能性があり、DNS サーバーの強制変更またはDNS サー
バー応答のなりすましのいずれかによってドメインのマッピングが変更される恐れ

があります。Tさらに、容易に検出されることなく名称を検閲できるインターネッ
ト・サービス・プロバイダ（IPS）など、セキュリティに関する懸念がいくつかあり
ます。 
 

RFIF Name Service の目的の1つは、DNS に似た安全な分散型システムになる
ことです。RNS はRSK Blockchain に作用するため、分散型の性質とセキュリティを
本質的に備えています。 

 
仮想通貨を導入するうえで問題となるのはアドレスの取り扱いが難しいこと

です。Bitcoin アドレスには次の側面があります：

06f1b66ffe49df7fce684df16c62f59dc9adbd3f、ユーザーがこれを書き写そうとすると非
常に間違いやすいです。また、このように長い文字列は覚えるのが難しく、頻繁な

仮想通貨導入が非現実的となります。 
 

要するに、RNS は、ユーザーがさまざまなリソース（RSK やSwarm アドレス
など）から引用した判読可能なドメインやエイリアスを取得できるようにする分散

型サービスなのです。人間が読み取れるアドレスを使用することの利点は、

blockchain 技術の見掛け上の複雑さが緩和されて、エンドユーザーが技術的なもの
ではないアドレスを簡単に使えるようになることです。 
 

ドメインとサブドメインは公開市場で売買されています。初めてドメインを

取得する方向けのメカニズムは、RIF Token で入札するブラインド Vickrey オークシ
ョン[3]です。その慣行は、人間心理学的なねじれを示しており、単にドライブ・オ
ークションの需要と供給ではありません。Vickrey オークションのメカニズムによ

り、入札者がアイテムに対して過剰に支払う可能性が減ると同時に、売り手側がそ
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のために入手できるものの大半を入手する可能性が増します。ユーザーがオークシ

ョンでドメインを落札すると、そのドメインの所有権がそのユーザーに割り当てら

れ、そのユーザーは所有権を維持するために年間使用料を支払います。この使用量

の詳しい算出方法は、本書の技術セクションの「Registrar」で説明します。 
 
 
このプロトコル内の初期のガイドラインは変更されることがあり、そのアイ

デアとアーキテクチャについては今後考察されたうえでエコシステムにより改良さ

れます。 
 

RIF Ecosystem 

RIF Token 
RNS token エコノミーでは、RIF token の主要機能は未使用ドメインによる未

使用のストレージ、あるいは名称スクワッティングの防止です。ドメイン保有者に

は未使用ドメインの所有権を放棄するうえでのインセンティブが供与されるべきで

す。ドメイン所有者はこれを達成するために、 RIF Token をロックし、ドメインが
解放されたときに返金されるようにします。また、何らかの料金や罰金の支払いに

ついては、RIF Tokens を使って行う必要があります。これによりその支払いは
Network Resource Pool に割り当てられます。Network Resources Pool は特定のネット
ワーク経費を助成するために存在し、RIF Name Service 導入の早期段階において必
要です。 終目標は至近の分散型ガバナンスを実現することです。 
 

RIF Open Standard（RIFOS） 
RIF Labs が実装した RIF Explorer は、各 RIF サービスのための一連の抽象レ

イヤーで、RIF プラットフォームを各サービスの特定の実装から切り離すことがで
きます。この特定の実装は、そのプラットフォームではサービスプロバイダとして

認識されます。こうしたデカップリングは、新規技術拡張の普及に伴い、各サービ

スが進化することを可能にします。 
 

RIF プラットフォームの各サービスに関してさまざまなサービスプロバイダ
を支援するために、RIF Name Service はサービス検出メカニズムとして使用されま
す。これにより、ユーザーと開発者は、利用可能なサービスプロバイダとそうした

プロバイダとの連絡方法を知ることができます。RIF Explorer の詳細については、
RIF Explorer のホワイトペーパーを参照してください[4]。 
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はじめに 
以下のセクションはRNS components の一般説明を明示しています。詳細につ

いては、技術セクション（echnical Section）をご参照ください。 

コンポーネントの概要 
RIF Name Service アーキテクチャは、EIP-137 で説明されているEthereum 

Name Service（ENS）に基づいています[5]。そして、以下の３つのコンポーネント
に分割されます：Registry、Resolver、Registrar 
 

Node 
RNS では、トップレベルの名前は「.rsk」と定義されます。第2レベルの名前

はドメインと呼ばれます。さらに、1つのドメインで、サブドメインを通じてさまざ
まなリソースを参照できます。node はサブドメインのヒエラルキー・ツリーの一部
です。このツリー内でルートにつながるパスはドメイン名です。このパスは、ドッ

ト（「.」）で区切ることでコンポーネントに分割されます。各node は、中間コンポ
ーネントのネーム・ストリングのハッシュを保存します。このハッシュは上記で説

明されている名前ハッシュ・アルゴリズムによって算出されます。 
 

 

Name Format 

RNS Name Format は、構文「subdomain.domain.rsk」に適合していなければな
りません。要するに、名前はドットで区切られた一連のラベルで構成され、各ラベ

ルはサブドメイン・ツリーレベルで構成されます。さらに、サブドメイン名は、
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Name Format の技術セクションで説明しているルールに適合している必要がありま
す。 

Resolver 
Resover 契約はリソース名の割り出しを行うためのものです。Resover には多

数のユーザー定義の機能があり、各機能によりさまざまなリソースタイプを同一の

node にフェッチすることができます。 

Registry 
registry 契約では、ドメインとそのresolver 間のシンプルなマッピングが可能

になります。所有権の譲渡やサブドメインの作成など、ドメイン所有権に関連する

ことは全てこの契約で管理されます。 

Registrar 
registrar は RNS ガバナンスを担当します。さらに、ユーザーのドメイン名の

登録も担当しており、RNS REgistry を更新できる唯一の機関です。ドメインを別の
registrar に移行する場合（移行プロセスについては後ほど説明します）、registrar は
サブドメインの所有権を他のregistrar に委譲できます。 

前述の通り、RNSの初期の段階では、利用できるトップレベル・ドメイン
（TLD）は「.rsk」のみです。トップレベル・ドメインの数を減らすことで、第2レ
ベルドメインの登録に集中でき、標準的な DNS システムとその他のName Services 
とのトップレベルの重複についての協議を先延ばしにすることができます。 

ドメインのスパミングや無断使用を防止するために、registrar オークション・
プロセスを管理します。RNS 料金が RIF Token で表示されるため、registrar は ERC 
677 RIF token 契約で機能し、口座間で支払を行います。 初はTLD「.rsk」と任意の
長さのサブドメインしか取り扱いません。これは、複数の署名がある契約により管

理される RNS root node から制限を受けることになります。この複数の署名がある契
約については、beta 期間中に RSK Labs Ltd. が初期管理を行います。 

Deed 
未使用ドメインによる未使用ストレージの防止、または名前の無断使用の防

止のために、ドメイン所有者は所有権の喪失を想定しておくべきです。ドメイン所

有者はこれを達成するために、 Token をロックし、ドメインが解放されたときに返
金されるようにします。 
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主な使用例 

ドメインの登録 

ユーザーによるドメインの取得方法は2つあります。1つは希望するドメイン
に関するregistrar 契約を通じてオークションを開く方法です。例えば、「.rsk」が
TLD であり、ユーザーであるアリスがドメイン「alice.rsk」を取得したい場合、アリ
スはこのドメインに対してオークションを開いて、ドメインに値を付けることがで

きます。付けた値段が 高値であれば、アリスは「alice.rsk」ドメインの新しい所有
者になります。 もう1つの方法では、ユーザーであるボブが「bob.rsk」の所有者
で、アリスがサブドメイン「subdomain.bob.rsk」を欲しがっている場合、ボブはオー
クション・プロセスを経ることなく、そのサブドメインの所有権をアリスに委譲す

ることができます。ユーザーはドメインを入手したら、registry 契約により、新しい
ドメインと希望するリソースを照会して割り出すresolver を設定すべきです。ユーザ
ーがresolver を設定しな場合、既定のものが用意されます。既定のresolver は新規所
有ドメインの親のresolver です。 その後で、新たなドメイン所有者は新しいドメイ
ンでresolver を作成すべきです。例えば、アリスがresolver を「subdomain.bob.rsk」
registry エントリに設定していないと、「bob.rsk」resolver が用意されます。 

ドメインの割り出し 
ドメインの割り出しは、ドメインの存在の有無を検証してからregistry エント

リに関連付けられている情報を返却するプロセスです。この割り出し処理は、ウォ

レット、エクスチェンジ、または、dApp 内で使用でき、アドレスに関する知識を要
することなくドメインを扱うことができます。これにあたって、まず、ドメイン

「bob.rsk」が存在すると仮定します。ドメイン「bob.rsk」を割り出すには、ユーザ
ーは、以下で説明する、node を返すネームハッシュ・アルゴリズム（0x231..de3 な
ど）を使用する必要があります。ユーザーはその後、そのを取得したら、関連する

RNS のRegistry エントリを探します。希望するリソースをnode が返すことを考慮す
ると、このエントリにはresolver が含まれています。 

技術的概要 
 
 

RSK Labs はまず、ドメイン名とその所有者の間のマッピングを処理する

registry 契約を配備します。各registry エントリは、ネームドメインと希望するリソー
スとの照合を行うresolver を参照します。 

その後、オークションとドメインの供給を管理するregistrar 契約が配備されま
す。各入札に対して、registrar が捺印証書を作成し、ユーザーの入札額をこの証書に
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移動させます。オークションの落札者はdeed の残高を確認し、このdeed と引き換え
にドメイン所有権を取得します。この落札者は、その後システムによりそのドメイ

ンの所有者としてregistry に登録され、独自のresolver を設定できるようになりま
す。 

 所有者はさらに、registry 契約を使用すればオークション・プロセスを経るこ
となくサブドメインを委譲できます。 

各名前所有者は、名前ごとにdeed を持っており、各deed に対して年間使用料
を支払う必要があります。registry 使用料が発生する理由は、registry 契約により保管
されているドメインのスパミングや無断使用を防止するためです。使用料が支払わ

れない場合、そのドメイン所有権が取り消され、registrar 契約内のそのドメインが新
たなオークションに公開されます（公開状態になる）。 

 

 

コンポーネント 

Registry 
REgistry のガイドラインとインターフェースは RNSIP01[6] に説明されていま

す。 

ネームフォーマット 

RNS ネームは以下の構文に適合していなければなりません： 

<domain> ::= <label> | <domain> "." <label> 

<label> ::= any valid string label per [7] 

つまり、名前はドットで区切られた一連のラベルで構成されます。各ラベル

は、UTS46 [7] で説明されている通り、正規化された有効なラベルでなければなりま
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せん（オプションは transitional=false で、STD3AsciiRules = true を使用）。Javascript 

の実装については、ライブラリ[8] を使用して名前の正規化と確認を行うことができ

ます。 

名前には大文字と小文字が使えますが、UTS46 正規化プロセスによりラベル
がハッシュ前に文字変換されるため、大文字と小文字を含むが綴りが同じ2つの名前
がある場合、同一のネームハッシュが生成されます。 

ラベルとドメインは長さに制限はありませんが、レガシーDNS との互換性を
考えると、各ラベルの文字数を64文字未満に制限し、RNS ネームの文字数を255文
字未満に仕上げることが推奨されます。同じ理由により、ラベルの冒頭と末尾には

ハイフンを使用せず、冒頭には数字を使用しないことが推奨されます。 

ネーム・ハッシュ・アルゴリズム 

RNS ではネーム・ハッシュ・アルゴリズムを使用します。このアルゴリズム
は、名前のコンポーネントを再帰的にハッシュし、有効なインプット・ドメインに

対して固定長の固有の文字列を生成します 
 

ネームハッシュのアウトプットは「node」として参照されます。 

ネームハッシュ・アルゴリズムの疑似コードは以下の通りです： 

def namehash(name): 

  if name == '': 

    return '\0' * 32 

  else: 

    label, _, remainder = name.partition('.') 

    return sha3(namehash(remainder) + sha3(label)) 

Resolver 
resolver はインターフェースです。ユーザーはRSK 提供のpublic resolver 契約

を使用、あるいは自身のresolver 契約を実行することができます。ユーザーが自身の
registry エントリ用に独自のresolver を設定しないと、親ドメインのresolver が使用さ
れます。 そして、ユーザーはドメイン名と希望リソースの間の割り出し情報を親ド
メインのresolver に登録すべきです。registry に加え、resolver のインターフェースと
仕様がRNSIP01 [6]で説明されています。 
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Registrar 

Registrar Interface 

constructor(RNS _rns, bytes32 _rootNode, uint _startDate, ERC677 tokcAddr) 
● コンストラクタは RNS REgistry、registrar が属するルートnode、さらに、RIF 
への支払いに使用する ERC 677 token 契約を受け取ります。 
 

 
startAuction(bytes32 _hash) public 
● ハッシュの状態を公開からオークションに変えます。 

 
startAuctions(bytes32[] _hashes) public 
● 誰でも多数のハッシュに対してオークションを開始できるようにします。こ
の方法を使うと、攻撃者によるオークションでの匿名入札を防止できます。

その場合、送信者が興味を持っている入札対象は1つのハッシュだけですが、
送信したハッシュのうちのいくつかはダミーのハッシュです。これにより、

攻撃者があらゆる新規オークションで単純に匿名入札する場合にかかるコス

トが高くなります。開催されているが入札が行われていないダミー・オーク

ションは1週間が経過すると終了します。 
 

newBid(bytes32 sealedBid, uint tokenQuantity) public 
● sealedBid ハッシュ（shaBid 機能で作成）との主契約に対してメッセージを送
信し、多数のトークンを送信することで、入札を発生させることができま

す。ハッシュには入札に関する情報（入札されたネームハッシュ、入札価

格、ランダム・ソルトを含む）が含まれます。入札は、公開されるまで、ど

のオークションにも拘束されません。入札価値自体は、実際に入札する価格

を上回る価格を送ることで偽装できます。オークション期間が終了します

が、48時間の公開期間が終了した後です。 この期間の終了後に公開された入
札は、提供されたトークンを使って罰金が科される可能性があります。これ

はオークションであるため、大半のパブリック・ハッシュ（有名なドメイン

や一般的な辞書単語など）に対して、価格をつり上げる複数の入札者が存在

することが予測されます。 後に、多数のトークンと、そのトークンを管理

する契約を利用して、deed が作成されます。 
 
newBidWithToken(bytes32 sealedBid, uint tokenQuantity,) public 
● newBid に相当します。ERC 677 契約からのコールに役立ちます。 

 
startAuctionsAndBid(bytes32[] hashes, bytes32 sealedBid, uint tokenQuantity) public 
payable 
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● 1件の取引の中で、newBid 後に、startAuctions のコールを可能にするユーティ
リティ機能です。 

 
 
unsealBid(bytes32 _hash, uint _value, bytes32 _salt) public 
● 入札期間の終了後に公開期間があります。この期間に入札の所有権の証明が
提出されます。registrar は、既存の封かん入札に適合しているかを検証する
shaBid() 機能を使って、これらのパラメータをハッシュします。unsealedBid 
が新規の 高入札である場合、古い 高入札がその入札者に差し戻されま

す。 
cancelBid(address bidder, bytes32 seal) public 
● 下記の返金スケジュールで説明されているルールに従って、未公開の入札を
取り消します。 

finalizeAuction(bytes32 _hash) public onlyOwner(_hash) 
● 公開期間が終了すると、オークションを終了するためにこの機能はコールさ
れなければなりません。オークション期間が終了すると、RNS Registry が更
新され、 高入札者が、落札した名前の新しい所有者になります。 

 
transfer(bytes32 _hash, address newOwner) public onlyOwner(_hash) 
● RNS Registry を更新し、ラベルハッシュの所有権を新たな所有者に委譲しま
す。 

releaseDeed(bytes32 _hash) public onlyOwner(_hash) 
● deed の作成から9か月後、名前の所有者はこの方法を呼び出してその名前を
放棄できます。その場合はdeed に記載されている代金の一部が返金されま

す。 
eraseNode(bytes32[] labels) 

● 現在registrar が所有していない名前のサブドメインに関して、その所有者と
resolver の記録を誰でも削除できるようにします。例えば、.rsk を所有してい
るregistrar でmy.example.rsk をゼロに設定するには、[sha3(‘my’), 
sha3(‘example’)] を含む配列を渡します。 

transferRegistrars(bytes32 _hash) 
● このregistrar が RNS でそのルートnode の所有者ではなくなった場合、この機
能により、deed が現在の所有者に委譲され、その所有者が新たなregistrar に
なります。この機能は、このregistrar が現在もそのルートnode を所有してい
る場合に例外を投げます。 

shaBid(bytes32 hash, address owner, uint value, bytes32 salt) public pure returns (bytes32) 
● 秘密入札に必要な価格をハッシュします。 

 
payRent(bytes32 _hash) public 
● ドメインの年間使用料を支払います。 
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payRentWithTokens(bytes32 _hash) public 
● payRent に相当します。ERC 677 契約からのコールに役立ちます。 

 
 
acceptedRegistrarTransfer(bytes32 _hash, DeedWithTokens _deed, uint _registrationDate) 
public pure 
● node の委譲を受け入れ、registrar 移行の状態にします。 

 
tokenFallback(address _from, uint _value, bytes _data) public 
● ERC 677 で委譲を実行するのに必要な機能です。 

 

オークション・プロセス 

Vickrey オークションは４段階のプロセスです： 
● オープン（Open）：ドメインのデフォルト状態です。 
● オークション（Auction）： オークションが開始されました。ユーザーが封
かん入札を実行できる期間として、72時間が設けられています。封かん入札
は、shaBid（bytes32 ハッシュ、アドレス所有者、単価、bytes32 ソルト）を通
じて受けることができます。 

● 公開（Reveal）：オークション終了後、48時間が公開期間となります。各入
札者が各自の入札を公開し、Registrar がそのオークションを適合として更新
します。公開された入札がない場合、そのドメインの状態はオープンに戻り

ます。 
● 所有（Owned）： 公開期間が終わると、落札者は取引を提示し、

finalizeAuction の方法を通じて公開期間を終了させます。上記の方法は、オー
クションを終了させ、オークションのネームハッシュの所有者として落札者

を記録するものです。 

返金と罰金のスケジュール  

 

入札結果 記述説明 発生する支払 

ユーザーがオークション

で落札できた 
ユーザーがオークション

で落札できた場合、2番目
に高い入札価格がdeed で
確定され（TL）、その入
札価格と 高入札価格の

差額が返金されます。オ

T2：2番目に高い価格 
Y：年間使用料 
TL：Deed で固定された金
額 
F：料金  
T = (T2 - Y) 
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ークション終了時に、こ

の固定された金額から年

間使用料を差し引いた値

の割合（Y）が料金（F）
として支払われます。 

F= T*0.2 
TL = T*0.8 

ユーザーがオークション

で落札できなかった 
ユーザーが、提示した価

格が 高価格ではなかっ

たためにオークションで

落札できなかった場合、

deed で確定されている金
額の割合（TL）が料金
（F）として支払われま
す。 

TL：Deed で固定された金
額 
F：料金 
F = 0.05*TL 
 

 
その後、匿名入札を公開する期間が設けられています（公開期間）。 入札者

が公開期間の開始前に入札を取り消すと、入札トークンの99.5% が返金対象となり
ます。また、公開期間が始まる前に入札者が入札を公開した場合、その取引は取り

消されます。公開期間が終了すると、各入札は確定されます。T を落札額、T2 を2
番目に高い入札額、V を公開期間後に公開される入札の価格とすると、支払と返金
には以下の条件が適用されます： 
 
 

条件 記述説明 発生する支払 

V > T の場合 その入札が所定の期間内

に公開された場合は落札

となります 

V*0.05 の値が料金として
支払われ、残りは返金さ

れます 

T > V > T2 の場合 その入札が所定の期間内

に公開された場合、2番目
に高い入札価格となりま

す。 

V*0.05 の値が料金として
支払われ、残りは返金さ

れます 

上記以外の場合 入札が公開されなかった

ので、その価格は2番目に
高い入札価格よりも低い

ということになります 

V*0.05 の値が料金として
支払われ、残りは返金さ

れます 

 
公開期間の終了から15日間、ユーザーは入札を公開できます。それでもユー

ザーが入札を公開しなかった場合は、deed で完全に固定されたトークンが RNS 
Network Resources Poolに送られます。この処理は、RIF Tokens が永久に固定されな
いようにするために実施されます。 
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ドメインの一意性 

アリスはドメイン「bob.alice.rsk」の所有権を取得し、サブドメイン
「bob.alice.rsk」の所有権を別のユーザーであるボブに委譲する場合を考えてみまし
ょう。サブドメインの所有権を得るための流れは以下のようになります： 
 

 

この交流から、悪質ユーザーであるマロリーは、「.bob」の正当な所有者で
はない場合であっても、「.rsk」registrar でドメイン sha3（「subdomain.bob」）
のオークションを開始できることが指摘可能です。 原因は、オークションがドメイ
ン名のネーム・ストリングではなくネーム・ハッシュに対するものであるためで

す。ボブが所有しているドメイン「subdomain.bob.rsk」をマロリーが無断で使用しよ
うとしている場合を考えてみましょう。そのプロセスは以下のようになります： 
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マロリーは「subdomain.bob.rsk」の割り出しを異なるリソースにリダイレクト
する意図で、自身のresolver 契約を用いてsha3((sha3(‘rsk’), sha3(‘subdomain.bob’)) 用に

RNS Registry にエントリを設定します。ただし、ユーザーが「subdomain.bob.rsk」ア
ドレスを検索すると、ネームハッシュ・アルゴリズム（上記で説明）により、

sha3(sha3(‘rsk’), sha3(‘subdomain.bob’)) とは異なる sha3(sha3(sha3(‘rsk’),sha3(‘bob’)), 
sha3(‘subdomain’)) が割り出されます。結果、ネームハッシュ・アルゴリズムで割り出

されるドメイン名はボブが規定するものです。 

 

Deed 
Registrar に送付された各 RIF Token は、「deed」と呼ばれる別途契約に保存

されます。 各deed には特定のネーム・ハッシュのトークン・バランスが保存されま
す。deed は入札が提示されると作成されます。その後、オークションが完了してド
メインが登録されたら、落札者のdeed と入札が固定され、ドメイン所有権と交換さ
れます。落札に至らなかった入札のdeed のバランスは、要求があれば、それらの入
札の正当な所有者に返金されます。registrar 同様、deed 契約では、トークンによる
支払いを扱う RIF Token ERC 677 契約が認識されます。 
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所有されている名前のdeed は、その名前の所有者により別のアカウントに移
されることがあり、その場合はその名前の所有権と管理も移行されます。この処理

はregistrar 契約を通じて実行されます。 
オークション終了から9か月後、node 所有者は希望すれば年間使用料を支払

うことができます。ドメインの所有権をもう1年分更新することもできます。所有者
は、別の年間使用料を支払いたくない場合、所有権を放棄してdeed で固定されてい
る資金を返金してもらうこともできます。 

ユーザーは、ドメイン使用料の支払いにregistrar のpayRent 機能を利用できま
す。この機能は、RIF Token による支払を必要とします。所有者は、deed 作成から9
か月後に所有権の放棄を選択した場合、releaseDeed を呼び出して固定されているト
ークンで返金を受けるための期間として3か月間が与えられます。この3か月が経過
すると、そのドメインのオークション状態が「オープン」に切り替わり、deed の全
体のバランスが RIF Network Resource Pool に移動されます。 

落札に至らなかった入札のDeeds は、さまざまな方法を通じて終了できま

す。その時点で保留されている RIF Token はその入札者に返却されます。 

ERC 677 Token 契約 
Token RIF は ERC 677 規格により実装されます。年間使用料の支払や RNS で

の入札に関する支払いは RIF tokens で行われます。したがって、ERC 677 RIF Token 
契約を扱うプロセスは以下の通りです： 
 
● 3つのパラメータを含むtransferAndCall機能において、署名は次でなけれ
ばなりません： 
○ newBid：データ・パラメータを署名0x1413151f にします。shaBid 機能
により作成されたsealedBid と連結されます。 

○ payRent：データ・パラメータを署名0xe1ac9915 にします。使用料が支
払われるラベルのsha3 と連結されます。 
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改善案 
RNS アーキテクチャに属する契約をアップグレードすると新たな改善策を導

入できます。これらのアップグレードは、コミュニティ・フィードバックとRSK 
Labs の提案によって提供されます。各RNS アップグレードには後方互換性がありま
す。言い換えれば、ドメインの所有権がその所有者に保持されるということです。 

サブドメインの管理 
ユーザーが特定のドメインのサブドメインを取得できる方法は2つあります。

ドメイン所有者がregistrar である場合、ユーザーはそのドメインのサブドメインのオ
ークションを開始できます。ドメイン所有者はさらに、setSubnodeOwner 機能を通じ
て、オークション・プロセスを経由することなく、サブドメインを購入者に委譲で

きます。この 後のオプションは、新しい所有者がサブドメインを使用しなくなっ

たときにそのサブドメインのregistry エントリを削除するきっかけとなるものではあ
りません。なぜなら、固定されている価格がなく、deed 契約がないためです。当社
はより優れた委譲システムと公平なサブドメイン管理の実現に向けて取り組んでい

ます。 

新しいRegistry 構造 
registry 契約はnode 所有権の唯一の有効な契約です。registry はあらゆるRNS 

情報を保管します。ストレージの賃貸が実装されてしまうと、拡張しません。当社

はストレージレントの公平性を強化するために、代替のregistry 構造の研究を進めて
います。 

DNS ドメインとOracles 
通常のDNS アドレスがRNS に移行される可能性もあります。DNS アドレス

の所有者は、RNS でドメインを要求すれば、Oracle の使用を通じて自身が元のドメ
インの正規所有者であることを検証できます。ICANN 名のドメインとぶつかる場合
は、裁定システムを使用してこの衝突を解消します。上記の裁定システムはOracle 
やその他の方法により実装されている可能性があります。 

Resolver Anonymity 
 ユーザーが自分自身のドメインがマップするアドレスを非表示にしたいと思

う場合があります。それは暗号化されたリソースで実現できます。所有者は要望が

あれば、オフチェーンの通信チャンネルを通じて暗号化キーをユーザーに譲渡でき
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ます。さらに、保存されているアドレスは秘密である可能性があり、その場合、送

信者は個別の支払いに対して新しいアドレスを生成する必要があります。 
 

トップレベルのRegistrar の新規作成 
RSK Labs TLD のために 初のレジストラを提供します（.rsk）。将来的に

は、ユーザーが独自のregistrar を配備する独自のTLD を作成できるようになるかも
しれません。そのユーザーが、オークション・プロセスやその他の方法によって、

人々にサブドメインを入手させることができるようになるかもしれません。 
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