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Tor

ニーズ

本日、Epicenter LabsはEPICブロックチェーンプロトコルの3回目の反復であるE3を発表しま
した。ザ リリースには、dAppビルダーがこれまでにないような革新を可能にする主要な機能
強化が含まれています以前は。

要約
純粋にピアツーピアバージョンの電子現金により、オンライン支払いを金融機関を介さずに別
の当事者に。ビットコイン基準に従う21MM万枚のコインの金融政策と最長のチェーンルール
とプルーフオブワーク、EPICの元の設計を改善し、現在質量を抑えている重要な問題を解決し
ます養子縁組。



ベースレイヤーの機密性は、報復からユーザーを保護し、コインが 汚染され、検閲、中央集権
化、没収に対する抵抗を提供する 監視。私たちは信頼できない実用的な分散型決済システムを
作成しました。 許可がなく、不変で、既存および将来の規制と最大限に互換性があります。

設計目標

ビットコインのDNAに忠実であり続ける
価値観の維持

● 検閲レジスタンス
● 集中化抵抗
● 没収抵抗
● 中立性の信頼できる基礎
●  無許可
● 規制の互換性
● 監視抵抗
● 信頼の最小化

アクセシビリティ
● EPICフルノードは100カ国以上に住んでいます。
● Necessaryソフトウェア(Github|App Store の|Playストア)は世界中で入手可能

です。
● トランザクションは I2P & Tor経由で送信することができます。
● モバイル&低消費電力デバイスに適した、無駄のない、軽量で高速なアーキテ

クチャ。

匿名性とプライバシー
EPICのすべての取引は完全に機密であり、金額と住所は盲目的です。先ほどの Moneroの
CryptoNoteなどのアプローチは、個人をレンダリングする痕跡をブロックチェーンに残しま
す 後の匿名化解除に対して脆弱なトランザクション。EPIC取引は将来性のあるプライバシー
を提供し、 今日と明日。

https://medium.com/epic-cash/the-freeman-family-e3b9c3b3f166


機密性
BTCでは、すべてのトランザクションに関する重要な詳細がブロックチェーン上のオー
プンインスペクションに利用できます。場所、住所、金額はすべて暗号化されておら
ず、すべての人に永遠に見えます。エピック 取引当事者の住所、金額、地理的位置を明
らかにしません。

公的監査可能性と個人の匿名性
∞ パブリック元帳では、各ブロックに暗号化された残留物（カーネル）が存在するた
め、トランザクションが発生したことがわかります。

∞ ただし、送信者と受信者だけが、トランザクションが発生したという単なる事実を
超えて、トランザクションに関する詳細を確認できます。

∞ 支払い証明は、トランザクションのサードパーティによる監査を可能にする
可能性を提供します。

∞ 個々のトランザクションの無制限の監視を希望するユーザーには、サードパーティオ
ペレーターのEONEonWanchainやEPIConVite / Stellar / BinanceSmartChainなどの
「ラップされたEPIC」トークンを使用するオプションがあります。

CoinJoin
一度スクランブルされた卵を個別に再構築
できない場合と同様に、すべてのEPICトラ
ンザクションは各ブロックの後に自動的に
集約されます。

Cut-Through
カットスルー集約は、不要な中間データ要素を排除し、状態の最終的な変化のみを反映しま
す。アリスがキャロルに送信するボブに送信する場合、ブロックチェーンは状態の正味の変化
を記録します：アリス->キャロル、そしてボブの詳細を保存する必要はありません。これによ
り、スペースが節約されるだけでなく、プライバシーが強化されます。



Dandelion++
 Dandelion++は、正式に保証された軽量で簡単
なネットワーク層ソリューションです  匿名。オ
ンタリオ州で発生したトランザクション (ステム 
フェーズ) が最終的にタッチダウンする可能性が
ある (綿毛フェーズ)  キャンベラで。Dandelion+
+は、ユーザーが物理的なビットコイン攻撃を経
験するのを防ぎます。

I2P
I2P は Torにアクセスできない地域のための代替チャンネルです。E2以降、EPICトランザク
ション I2Pを通じて利用可能であった。

Pedersenの取り組み
Pedersenコミットメントは、ユーザーが選択された値（または選択されたステートメント）
を他のユーザーに隠したままコミットできるようにする暗号プリミティブの一種であり、コ
ミットされた値を後で明らかにすることができます。



ペダーセンコミットメントのより詳細な説明については、こちらをご覧ください。

Schnorr シグネチャ
Taproot と同様に、Schnorr シグネチャはキー集約を提供し、効率を高めます。 計算プロセ
ス。ビットコイン Core とは異なり、Schnorr はデフォルトですべてのトランザクションに
適用され、単なるサブセットではありません。

デジタル署名の暗号 Schnorr スキームは、Claus-Peter Schnorr によって設計されました。 
cryptgraphicハッシュ関数を使用して相互作用を置き換えます。これにより、複雑な作業が
可能になります。トランザクションと大幅にユーザーのプライバシーを向上させます。

Tor
Torネットワークは、ウェブ上のデータや通信のプライ
バシーを確保できる安全で暗号化されたプロトコルで
す。オニオンルーティングプロジェクトの略で、シス
テムは一連の IPアドレス、オンラインデータ、および
閲覧履歴を隠すための階層化されたノード。

EPはCLIウォレット内から直接Tor経由でトランザクションを実行する機能をもたらします。監
視抵抗の改善。

zkPoK
ゼロ知識証明の重要な特徴は、双方が検証できることです。 証明された情報の内容について無
知でありながら、情報の真実性 情報。
基本的な原則は簡単に説明されています:アリスが次のような秘密の情報を持っている場合 組み
合わせて金庫を開き、ボブは彼女がこの情報を持っていないことを確認することになっていま
す 彼は自分で情報を入手し、アリスはボブに見せることなく金庫を開けます 組み合わせてか
ら、もう一度閉じます。



監査可能性

支払い証明
支払証明により、支払者は、受取人に、トランザクション プロセス。支払者は、これらの
「証拠」を使用して支払い紛争を解決し、証明することができます 彼らは正しい受取人に資
金を送りました。

検閲抵抗
真のナカモト分散コンセンサス：100％のプルーフ・オブ・ワーク、特別なノードなし、最
長の連鎖律

ファイル転送方式でコールドウォレットからコールドウォレットにトランザクションを送信
できます。

検閲抵抗とは何ですか?
1. ネットワーク自体をシャットダウンできない
2. ネットワーク上の個々のユーザーのアクティビティをシャットダウ
ンすることはできません。

EPICが検閲からユーザーを守る方法 - ビットコインコアとの比較

保管



カストディアンWBTCユーザーは、主に第三
者が自分の資産を保管することを許可するこ
とを選択します。 保管担当者に何か問題が
発生した場合、資産が侵害される可能性があ
ります。

EPICユーザーは通常、自分のコインを
ローカルで保管します

法的絡み合い

事後的な事後 -W 遡及的に適用される法律の
変更により、ブロックチェーンデータを利用
して犯罪化される 以前は法的活動を行って
いました。今日取られた行動は、数十年後に
再び悩まされることがあります。

ブロックチェーンには、暗号の残留物を除い
て永続的な痕跡は残っていません。 取引また
は取引の当事者に関する情報はありません。

UTXO訴訟 - 個々の住所が法的措置で命名
される可能性があり、ワイオミング州に本
拠を置く業界が「すすぎ期間」でこれから
保護しようとする原因となります。

EPICでは、すべてのコインが代替可能で交
換可能であるため、これはまったく不要で
す。

ネットワーク
インターネット アクセス トランザクションに署名す
るには、インターネット接続へのアクセスが必要で
す。

トランザクションはオフラインで署名でき
ます

ビットコイン コアトラフィックはブ
ロックおよびジオフェンスできます。

EPICユーザーはTorとI2P経由でトランザク
ションを送信できるため、場所に基づいて
制限することはできません。

オフチェーン報復

銀行口座の押収 - BTCを使用してトラック
運転手に寄付したカナダ人は、銀行口座
にアクセスできなくなりました。

EPICは、トランザクションの住所と金額
が外部関係者に見えないため、ユーザー
をこのことから保護します。

プール



BTCマイニングプールは、アドレスに基づいてト
ランザクションをフィルタリングできます。

これはEPICでは不可能です

汚染されたコイン

制裁
OFAC SDN リストには、特定のアドレスが
含まれています。これらのアドレスで取引
する人は誰でも直面します 接触。

EPIC にはアドレスがありません。すべての
トランザクションは直接ウォレットウォレッ
トです。

ミキサーウォレット
バイナンスは、SamouraiやWasabiなどの
ミキサーウォレットへのトランザクション
をブロックします。TradeOgreのユーザー
は、集中型取引所に入金するときにBTC預
金が拒否されることを発見するビットバイ
など。

すべてのEPICコインは代替可能であり、そ
のソースで汚染されたコインの現象を排除
します。

集中化抵抗

メタDAOガバナンス構造
DAOガバナンスは、ブロックチェーンベースのネットワークのコーポレートガバナンスよりも
明らかに優れています。 DAO自体が、特にお金があるところでは、ポリティックスの論争の的
になる可能性がある懸念(または攻撃ベクトル)が、ECRをメタDAOまたは「DAO」として設計
した理由です DAOの?。

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


何百人もの貢献者 * 何百ものチャットグループ = 分散した力。草の根の取り組み 有機的に出現
し、適応細胞構造をもたらす。

最小正式階層
中央集権化の抵抗は単なるキャッチフレーズではなく、生き方です。

ノーコーポレーション
数十人または数百人のサラリーマンを抱えるブロックチェーンスタートアップは、自然に彼ら
の面倒を見ます まず自分の利益が、他の利害関係者との潜在的なミスアライメントにつながり
ます。純粋なものとしてのEPICの プロトコルは、誰もが平等な立場に置きます。

プレミンなし
インサイダーや初期のクジラがネットワークを支配すると、ガバナンスの問題につながる可能
性があります。 イーサリアムのハードフォークで目撃されました。



没収抵抗

アドレスレス設計
カナダのドナーは最近、チェーンに50ドル相当の監視コインを送ることを発見しました 銀行
口座や物理的な資産を持つなど、オフチェーンの結果につながる可能性があります押収。

機密取引
厄介な隣人や専制政権は、財布の残高を監視して活動を監視することはできません。エピック
は作る 誰にとっても安全に使用できる暗号通貨。

Dandelion++
ビットコイン Coreなどの監視コインは、IPアドレスを明らかにすることでユーザーをリスク
にさらします トランザクション中に。Dandelion++を使用すると、ユーザーは自分の場所を漏
らさないようにして安全を保つことができます。

セルフカストディのために設計
政府が税金を借りていると信じていた韓国のユーザーは、財布が枯渇していることに気付きま
した。EPIC ユーザーは通常、恣意的な押収から保護する独自の鍵の保管を維持します。

https://www.foxnews.com/media/canadian-freedom-convoy-truck-seized-bank-account-frozen


ディセントラリゼーション

フルノード

4 プール
● 51pool.online
● Epicmine.org
● Fastepic.eu
● Icemining.ca

http://51pool.online
http://epicmine.org
http://fastepic.eu
http://icemining.ca


プール濃度
一見すると、>からのハッシュレートの Icemining.ca 51%のシェアが懸念されます
が、 この単一の統計は、すべての物語を物語るものではありません。

● Polyphasic Proof-of-Work(Feijoada Multi-Algo)では、攻撃者が3つすべての51%を指揮
する必要がありますアルゴリズム。

● 26%がプール外でマイニングを行っており、攻撃が発生した場合にセキュリティを強化
しています。

わずか 2 年前のネットワークの場合、既に 4 つの有機的に作成されたプールが 市場の需要は
並外れています。私たちは、何十億ものフルノードというビジョンをサポートするために、 ほ
とんどの人は鉱業を営んでおり、あまりにもならないようにするために何万ものプールが必要
になります 集中。この目的のために、私たちはこの問題に2019年以来、かなりのR&Dリソー
スを投資してきました 現在、ユーザーが簡単に自分自身をスピンアップできない根本的なボト

ルネックを取り除く プール。

プールレベルの分散化のための今後の取り組み
● 起業家や大規模鉱夫が自分のプールを運営することを引き続き奨励する

● Githubで利用可能なDIY FOSSプールソフトウェア



● Epicenterエコシステム全体におけるステーキングやその他のタイプのノードとの
PoWプールの提携

開発者の親しみやすさ

API

ウォレット通信のためのAPI v3 (NEW)

API のユーザビリティの強化

ドキュメントの強化
E3 は既存のドキュメント ライブラリを改善し、ビルダーが市場に参入できるようにします。
より迅速に。

使いやすさ

キャンセル可能なトランザクション
公開鍵アドレスベースの暗号通貨とは異なり、Mimblewimbleでコインを失うことは不可能で
す。エラーで送信されたトランザクションは、まだ確定していない場合は取り消すことができ
ます。

ポート
E2 では、トランザクションを送信するためにルーター ポートを開く必要がありました。E3は
Torを統合して、 はもう必要ありません。

採掘
鉱業をよりアクセスしやすく、より簡単にするために、かなりのリソースが投資されていま
す。 具体的な例としては、BlacktygrによるEasy-Miner 2.0と Epicmine.org による自動設定が
あります。



取引オプション

Tor
Torの統合により、ルーターポートを開いたり、httpsアドレスを公開したりすることなく、イ
ンタラクティブなトランザクションが容易になります。その結果、匿名性が向上します。

EpicPay.me
EpicPay.me により、非同期の非対話型メッセージ処理で解決できます。非対話型トランザク
ション Eただし、一元化された方法F。このサービスの将来のバージョンでは、インフラスト
ラクチャの分散化と強化がさらに強化されます。

ユーザーインターフェース

コンソールとファイル出力
#18 ファイルとコンソールの出力とクリーンアップの分割

TUI: ターミナル ユーザー インターフェイス
#13ターミナルユーザーインターフェイス:リストをスクロールできる
#14ターミナルユーザーインターフェイス:ログビューの導入
#15ターミナルユーザーインターフェイス:安定性とユーザビリティの一般的な改善



経済安全保障

競争力のあるコスト構造
ビットコインコアエコシステムは、継続を支援するために100億ドル以上の設備投資を必
要としました ネットワークのセキュリティ。これは、既存の既存の上で実行されるEPICで
はまったく不要ですコモディティハードウェア。

オープンサプライチェーン

AMD 収益: 
$15b

番号 RandomX
ProgPow

Apple 収益: 
$365b

番号 M1: RandomX & ProgPow

ARM 収益: 
$2b

番号 RandomARM

Bitmain 収
益: $2b

はい 番号

Intel 収益: 
$79b

はい RandomX

MicroBT 収
益: $1b

はい 番号

Nvidia 収益: 
$24b

番号 ProgPow



$82b $483b

多相プルーフオブワークマルチアルゴリズムマイニングはASIC税
を回避します
ビットコインコアのユーザーは、2021年にマイニング料金に10億ドル以上を費やしました。

自己資金による財務

柔軟性
追加のユースケースに対応するために拡張できます。将来のバージョンには、マルチアセット
機能と追加のアルゴリズムが含まれる予定です。

マルチアセット
将来のバージョンでは、代替可能または代替不可能な複数のトークンタイプを作成することが
できます。 EPICチェーンでは、チェーンのネイティブ資産である$EPICとともに取引されてい
ます。これにより、代替が可能になります ミンブルウィンブルの完全な保護の下で取引される
資産。

このアプローチは、スマートのオーバーヘッドなしでERC20トークンに似た機能を提供します
Epicのネイティブコインと並んで契約。Mimblewimbleを使用してカスタムトークンをサポー
トすると、 真の代替可能性をトークンユニバースに初めて拡張します。

発行体は、流通している資産の総数に関する透明性を提供しながら、特定の取引に対する絶対
的なプライバシー。資産は安全かつ真菌的に交換することができますオンチェーンにより、
個々の取引に対するMimblewimble保証の完全なセットを維持しながら、価格発見と市場クリ
アランスが可能になります。



カスタムトークンを追加すると、Mimblewimbleのパワーをさまざまな新しいユースケースに
活用できます。デジタルダウンロード、マイレージサービス、モバイルミニッツ、駐車違反
切符は、メリットのあるユースケースの例です。

アルゴリズム
E4 RandomARM
E5 RISC-V
E6 Quantum-Resistant Structured Lattice
E7 AI TPU

ERC20-Style

アセットタイプ
Fungible:
Non-Fungible: ERC721, 1155 etc

トランザクション形式
E3では、トランザクションはインタラクティブであり、3つのステップが必要です。プロトコ
ルの将来のバージョンでは、2ステップおよび1ステップのトランザクションが可能になり、
調整要件が軽減され、適用可能なユースケースの範囲が広がります。

将来的には、対面取引のサポートを強化することを目指しています。

● オーディオトランザクション
● Bluetooth取引
● QRコード取引

トランスポート層
コードベースでデータ転送をモジュール化することで、サードパーティの貢献者は簡単に新し
いものを追加できます 実験を支援し、検閲への迅速な対応も行う。



将来性のある

追加アプリケーション
TPU固有のアルゴリズムの統合は、作業証明を有用にし、 EPICを機械学習エンジンに変えま
す。

多相プルーフ・オブ・ワーク
妥協したアルゴリズムは、EPICのモジュラー設計により、 その場でホットスワップアルゴリ
ズム。

E4: RandomARM
E5: Proof of Spacetime, RISC-V
E6: Quantum-Resistant Structured Lattice
E7: TPU (TBD)

スニークピーク:ECKカナリアネットワーク
ECK - Google Docs

クォンタムレディ
2019年以降に行われた研究努力は、構造化格子アルゴリズムが コンパチ。

高い保証

自動テスト
E3は、当社の改善につながる自動テストインフラストラクチャに投資する機会を与えてくれま
した。 将来のリリースをより迅速にプッシュする能力。

実戦でテスト済み
「最先端ではなく先導する」アプローチの一環として、私たちは非常に快適に引き込むことが
できます Rust-Mimblewimble生態系の残りの部分からのこれらの変化は、これまでそうであっ
たように 十分な時間、他のネットワークでの生産で機能します。

https://docs.google.com/document/d/1anv2u-J2qlHohWFjk4L46zTZwSDkPdTMqTB0tmXVX4g/edit#heading=h.kt5x6oi23ofh


成熟
インポートされたコードは、他のプロジェクトで何の問題もなく 12 か月以上運用環境で実
行されています。

Rust
Rustを選んだのは、プログラマのエラーの範囲を制限するメモリの安全性の特性です。

技術的負債

セキュリティと安定性の向上
バグ #6 7 8

競合の解決
バグ #20

最適化
#11 より良い出力PMMR処理とチェーンDBインデックス

難易度調整の最適化

ピア: MPSC Channel & Initial Handshake Messages
バグ #10

サーバーウォレット通信
バグ#22

安定性の向上
バグ #12

シンクロニズ
バグ #21

ウィンドウズの互換性
バグ #23



メンテナンス
#5 The Hardfork (HF2) が CuckarooM29 PoW の変更点を発表

#6新しいヘッダーバージョン7

#7より良いヘッダーバージョンスイッチ

#9 笑顔3.0.0コードベースを統合する

不変
コミュニティメンバーのイズロによる解説

暗号には、本当に重要なイデオロギーがたくさんあります。自由、自由、プライバシーなどの
言葉、 分散型、信頼できない、不変性など、多くのものがホワイトペーパーでよく使用されま
す。コミュニティが共有する基本的な信念を文書化する。時間が経つにつれて、これらの基本
的な 原則がテストされ、回復力を評価することができます。仕事の証明として始まるコインユ
ビキタスで分散型のCPUとGPUコンポーネントによって採掘可能で、集中型に変わります ASIC
の買いだめ。分散型のプルーフ・オブ・ワークは、中央のプルーフ・オブ・ステークに取って
代わられます。そこ 明らかなトレードオフです。ネットワークのセキュリティ保護おめでとう
ございます。しかし、どのような費用がかかりますか?非常に 地方分権化の信念の基盤は、利益
を得るのではなく、企業の利益に売り渡される ほとんどのホワイトペーパーの意図であったよ
うに、素人です。確かに、コインはまだ比較的あるかもしれません法定通貨と比較して分散化
されていますが、基本的な価値の柱が損なわれており、より良い代替案は、まだ気にかけてい
るコミュニティによって支えられています。どちらがより弾力性のあるものになりますか?長期
的には?コミュニティの共通の価値観に忠実なコイン、または 企業業界?答えは明らかです。そ
もそも暗号を意味のあるものにするもの それは私たちのコミュニティに参加する人々です。で
は、これらすべては一体何の関係があるのでしょうか?不変。

さて、地方分権化のために与えられた例は不変性に関連しています。サンプルはキャプチャし
ます。コミュニティのコアバリューからの逸脱は、不変性を損なうことと同じです。それ 非常
に好戦的に尋ねられた質問の核心にたどり着く、「コード法ですか?簡単に言えば、そうでない
場合はYESです。ホワイトペーパーに記載されているコミュニティのコアバリューは、法律とし
て解釈されるべきものにはるかに近いものです。EPICバリューオーバーフローインシデント
は、 紛争がある場合の基本原則へのコミットメント。



中立

コミュニティ管理
マイニングの割合を再割り当てするかどうか、またはどのようにするかなどの課題に直面した
場合 バリューオーバーフロー事件による損失を社会化し、私たちはより強くなります。

DAO資金提供
すべての開発者料金はEpicenter DAO財務省に発生し、誰にとっても利益センターではありま
せん。

公平な競争の場
関係者全員が、マイニングやマイニングを通じてコインを取得する同じ機会を得ています 公開
市場で購入する。

プレミンなし
EPICフェアは2019年9月2日に開始され、ジェネシス供給はゼロでした。

開放性
EPICは100%GPL V3ライセンスを取得しています。誰でもgithub経由でプルリクエストを送信
できます。

無許可
EPICは許可のないプロトコルです。誰でもフルノードおよび/または鉱山を実行できます。

プール

アメリカ大陸
カナダ、モントリオール
Icemining USA 
Epicmine



EMEA
ドイツ 51プール Icemining

Icemining
Epicmine FastEpic

EU - ロシア/北
 EU
七面鳥 Icemining

Icemining
Icemining

アジア太平洋
中国
香港
シンガポール Icemining

規制の互換性

競争法
提案された法律は、「金融サービスにおけるイノベーションは変容し、拡大した」と書いてい
る。 20年前には想定できなかった国境を越えた取引の手法 FinCEN(金融犯罪執行ネットワーク)
は、その特別措置権限を与えられた。ザ Actは、デジタル資産が正当な目的のために使用され
ていることを認識していますが、「また、 制裁回避者、詐欺師、マネーロンダラー、犯人など
の悪者 ランサムウェア攻撃。

一元化されたインフラストラクチャに依存するネットワークは、ますますユーザーにサービス
を提供できなくなります。 EPICはこの傾向から恩恵を受けています。

Howey テスト
2018年S月、元SEC議長のジェイ・クレイトンは、ビットコインはセキュリティではないことを
明確にしました。「暗号通貨：これらはソブリン通貨の代替品であり、ドル、ユーロ、円を
ビットコインに置き換えます。このタイプの通貨はそうではありません。セキュリティ」と述
べた。

EPICは、Howey Testの互換性のために明示的に設計されており、CryptoRatingCouncilのガイ
ドラインに従ってチャートを文字通りスコアリングします。

https://epicenter.epic.tech/investors/


インフラストラクチャ法案/ブローカーの定義
提案された法律の下では、特定の種類のブロックチェーンを使用している人々は、 ブローカー
定義の下でのライセンス。EPICユーザーはこれの影響を受けません。

ステーブル法
EPICはステーブルコインではなく、分散化されているため、適用されません。

反発力
反発力 多相プルーフオブワークは、アルゴリズムごとに、個別に2時間ごとに難易度を調整し
ます。 これにより、ネットワークは+ 1000%と-90%のハッシュレートの変更を簡単に処理でき
ます。私たちはそうでしょう時間の経過とともにネットワークの異質性を高め続け、その安定
性を高めます。

意見
ここに記載されている分析に基づいて、そしてそれに続く理由により、私の専門的な意見
では、EPIC CASH(「EPIC」)は、1933年米国証券法(「法」)で定義されている証券ではな
く、SEC vの分析の下で「投資契約」を形成するための基準も満たしていません。Howey, 
328 U.S. 29311946) (以下「Howey」)、またはその子孫。

バックグラウンド
EPICブロックチェーンは現在、テストネットにあり、2019年7月13日以降に予定されて
いるゼロプレマインフェアローンチジェネシスメインネットブロックがあります。EPICは
草の根のプライバシーチェーンです。

https://www.reddit.com/r/bitcoincashSV/comments/bmnt04/us_government_declares_every_lightning_network/


拡張性

ストレージ要件

スループット

ブロック・サイズ MB ブロック時間秒 Tx/ブロック Tx/日 ブロック/日 Tx/s 日付

2 50 2000 3.4MM 1728 40 4 月-22

4 40 4000 8.6MM 2160 100 8 月-22



8 30 8000 23MM 2880 267 11 月-22

16 25 16000 55MM 3456 640 6 月-23

64 20 32000 138MM 4320 1600 8 月-25

128 10 64000 552MM 8640 6400 6 月-28

2028年のスループット:6.4k tx / s - 2028の6月、EPICブロックチェーンプロトコルは1日あたり
5億件以上のトランザクションを処理できるようになり、これはビザの現在の活動レベルに相当
します。この規模では、ブロック補助金で十分であり、十分な容量があるため、手数料は費用
対効果の高いままです。私たちの見積もりでは、ほとんどのトランザクションは本質的に無料
(名目上のスパム対策コスト)であり、迅速に通過しなければならない優先度の高い支払いにはペ
ニーが1ペニーずつ表示される可能性があります。

払底
中央集権的な取引所を避けることで、我々は部分準備金の二重支出の問題を回避した。EPICは
わずか1400万個ですが、実際の有効BTC数はすでに2100万個をはるかに超えています。サトシ
のオリジナルデザインの供給性を保つために、できる限りのことをしてまいります。

https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf


スピード

ヘッダー同期の高速化

サステナビリティ

カーボンネガティブ

経済的に自立し、自己資金を調達

ゼロE-Wasteフットプリント
EPIC は、スプレッドシート (CPU) やゲーム (GPU) などの別の主な目的で購入された、既
に存在するコモディティ ハードウェアでマイニングされます。BTCは何百万もの使い捨て
単機能ASICハードウェアを生成し、地球の埋立地に入り、汚染を悪化させます。



信頼の最小化

アルファリーク
クジラの警告 - BTCの大規模な保有者は、取引を送信すると、その動きを知っている追跡され
ます。この「アルファリーク」は、最適なポートフォリオ戦略の構築に対する障壁であ
り、EPICのように、クジラの警告やゼロのベースレイヤーの機密性によって完全に解決されま
す リッチリスト。

ローカル検証
BTCユーザーは一般的にノードの動作を第三者に委託することを選択しますが、これは理にか
なっています フルノードが380dBのディスク容量を必要とすると仮定した場合。対照的
に、EPICは2.2dBの スペースは、人々がノードを実行するためのよりアクセスしやすくしま
す。外部に接続する場合 ノード、侵害された情報の可能性があります - 本質的に、ユーザーは
ノードは、ネットワークの現在の状態を忠実に表します。EPICユーザーはローカルですべてを
検証します 取引を行い、第三者に信頼を置く必要はありません。

プールレベルのフィルタリング
BTCの送信者は、Chainalysisなどの企業がBTCの指定を決定しないことを信頼しなければなり
ません。 ブラックリストに登録されているようにアドレス、そのビジネスモデルが検閲するこ
とであるマイニングプールとフィルター トランザクションは、トランザクションをブロックに
含めません。EPIC にはこの問題はありません マイナーはトランザクションのアドレスの詳細を
見ることができないからです。

汚染されたコイン
BTCの受取人、その中で支払いを受け入れる人は、顧客を信頼しなければなりません。 汚染さ
れたコインの可能性は常にそこにあります。EPICは、汚染されたコインのために、この信頼を
なくします 不可能です。受信機は、既知の汚染されたコインだけでなく、 潜在的に将来の汚染
されたコイン。BitMEXが司法省によって起訴されたとき、一晩 そこから来る資金はすべて疑
わしいものになりました。コインベースはロシア語を閉鎖しただけではない アカウント、それ
は "潜在的にRにリンクされているアカウント"をシャットダウンBTCのユーザーは、公開鍵アド
レスを共有する相手を信頼する必要があります。

少量の汚染されたコインが汚染するために展開される「汚染されたほこり」攻撃の問題  ター
ゲットを絞って、その動きを遅らせます。

https://powerkee.substack.com/p/blockseer-introduces-bitcoin-censorship?s=r


信頼できないセットアップ
ZcashやPiratechainなどの信頼できるセットアップを必要とする以前のアプローチとは異
なり、EPICは セットアップには信頼は必要ありません。

遍在
112カ国での鉱業

使い
Explorer.epicmine.org:
ブロックチェーンの高さ 1,341,156

平均ブロック時間 61.5秒

トランザクション 118,799

推定料金 0.0063 EPIC

効用

価値の保存
創業以来、EPICはそのインスピレーションによって経験されたおなじみの飛行経路をた
どってきビットコイン コア。2020年3月にEPICに投資されたBTC1件は現在129BTCの価値
があります。

https://explorer.epicmine.org/


交換の媒体

費用 $2 - $81 <$.01

スピード 10 分 1 分

代替可能性 番号 はい

L1 スループット 2022 4.6 tx / s 17 tx / s

L1 スループット 2028 4.6 tx / s 6.4k tx / s



マイニングソフトウェアのサポート
● HiveOS
● SRBMiner
● TT-Miner
● XMRig

トレーディング
EPICは、ステラとViteXの2つのDexネットワークでトレーダーに裁定取引の機会を提供してい
ます

Bitmart
2022年P月21日現在、Bitmartは統合を完了し、 EPIC/USDT.

Stellar

https://rigamp.com/epic-cash-mining/
https://www.bitcoininsider.org/article/88119/new-srbminer-multi-miner-045-support-epic-cash-epic
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5025783.0
https://xmrig.com/
https://x.vite.net/trade?symbol=EPIC-002_BTC-000


ViteX

E*DEX Atomix
開発中
無料、プライバシー保護非保管の
アトミックスワップダウンロード
可能なデスクトップDex

E4 BTC
E5 XMR FIRO* ZEC* * Lelantus & z-z それだけ
E6 GRIN LTC* * MW-EB それだけ
E7 CCX ZANO
E8 ARRR HUSH

直接、非保管、P2Pチェーンチェーンアトミックスワップ



財布

デスクトップ GUI

Linux、Mac、およびWindowsで使用可能



新機能
● ローカルノードとリモートノードに接続する
● ルーターポートを開く必要はありません
● Tor経由でトランザクションを送信できます

モバイル
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