
unWallet Enterprise 概要

背景

NFT を扱うサービスを構築するためには、いくつか必要なことがあります。

①ウォレット

Blockchain 上のアカウントを操作するために、ウォレットが必要です。ウォレットを持っていな
いユーザーは、NFT を受け取ることすらできません。ウォレットにはWebアプリケーションとして提
供されるもの、スマホアプリ、ブラウザ拡張として提供されるものなど、いくつかの形態がありま

す。現在最も使われているものは、MetaMask と呼ばれるブラウザ拡張型のウォレットアプリで
す。

サービスにウォレットを組み込むことで、アクセスしたユーザーの address を知ることができ、
またユーザーが保有している NFT を操作(譲渡・販売など)することができるようになります。

②Blockchain 手数料
NFT に限らず Blockchain 上で行う操作の多く(NFT の発行、NFT の譲渡 etc.)には、Gas と

呼ばれる手数料がかかります。これは、その操作を行う人が負担しなければなりません。例え

ば、ユーザーが NFT を譲渡したいと思った場合、そのユーザー自身が暗号資産を入手し、入手
した暗号資産を手数料として支払う必要があります。

③web3 という新しい専門知識
これまでの Web の開発とは異なる新しい専門知識が必要です。たとえば、サービスはウォ

レットと連携しなければいけませんし、Blockchain に対する専門知識がなければ NFT の発行や
譲渡、保有 NFT の取得などを行うことはできず、開発者はこれらの新しい専門知識を得る必要
があります。

unWallet Enterprise はこのようなNFTに必要な要件をサポートし、誰でも簡単に NFT サービ
スを構築することを可能にします。



unWallet Enterprise とは
unWallet Enterprise はサービスに NFT を扱うのに必要な機能を組み込むことをサポートす

る SaaS です。unWallet というWebアプリケーション型のウォレットと、Blockchain との通信をサ
ポートする API によって構成されます。

unWallet Enterprise の特徴

1. Webアプリケーション型ウォレット「unWallet」との簡単接続
通常、Webアプリケーションにウォレットを組み込む場合、web3.js や ethers.js といっ

たライブラリを使用し、ウォレットとの連携処理を組み込む必要があります。そのために

は、Blockchain の知識やウォレットの知識が必要です。unWallet Enterprise は、OpenID
Connect(OIDC)で、ウォレットと接続することをサポートし、簡単にウォレット操作を行える
SDK を提供しているため、簡単にサービスにウォレットを組み込むことができます。

unWallet はウェブアプリケーションとして提供されるウォレットで、秘密鍵をユーザー
が管理するノンカストディアル型のウォレットです。Blockchain の世界において秘密鍵を
ユーザーが管理・運用できる自己主権であることは重要ですが、その反面、ユーザー自

身で秘密鍵の管理をしなければならないという課題もあります。unWallet はこれらの課
題に対応したウォレットです。

2. NFT 管理
unWallet Enterprise を使うことで、NFT を発行したり、ユーザーがもつ NFT の一覧を

取得したりすることができます。

NFT を発行するには、NFT のスマートコントラクトを実装し Blockchain にデプロイし
NFTを作成することが必要です。そのスマートコントラクトは、ERC721 などの標準規格
に準拠しなければならず、専門知識を必要とします。また、作成した NFT をユーザーに
配布する際は、NFT を発行するブロックチェーントランザクションを作成し、それを
Blockchain に送信する必要があります。

unWallet Enterprise は管理画面の操作だけでNFT を作成でき、APIにアクセスする
だけで発行が可能です。また、その際に発行者(発行企業)は手数料であるGas代を暗号
資産で支払う必要がありますが、後述の代払い機能により暗号資産を保有することなく

NFT の発行を行うことができます。



NFT は Blockchain 上に公開されている情報ですが、ユーザー(ウォレット)が保有す
る NFT の一覧を取得することは、NFT のデータ構造上容易ではありません(理由につい
てはこちらをご覧ください)。unWallet Enterprise はその問題を解決する API を備えてお
り、API にアクセスするだけでユーザーの持つ NFT の一覧を取得することができます1。

3. エンドユーザーへウォレットを配布
MetaMask やアプリ型のウォレットの場合、エンドユーザー自身がストアで入手する必

要があります。unWallet Enterprise は、unWallet へサインアップするだけで、ウォレットを
配布することが可能です。

4. エンドユーザーおよびサービス運用者の手数料の代払い
前述の通り、NFT の発行や譲渡には手数料がかかります。unWallet Enterprise はそ

の手数料を代払いし、サービスに対して法定通貨で請求を行います。そのため、サービ

ス側は暗号資産を予め入手しておく必要がなく、またエンドユーザーに手数料の支払い

（やそのための暗号資産の入手）を行わせる必要がありません。

1現状は、unWallet Enterprise で発行した NFT の一覧のみ取得できます。



NFT サービスの構築
NFT を扱うサービスを構築する場合、基本的には以下のような手順・構成になります。

① unWallet Enterprise API で NFT を作成します。
② フロントエンドに unWallet Frontend SDK を組み込み、ウォレット（unWallet）と連携します。
③ NFT を発行したいタイミングで、unWallet Enterprise API の NFT 発行（mint） API を呼び出
します。

④ マイページなどにユーザーの保有する NFT を示したい場合、unWallet Enterprise API の保
有 NFT 一覧取得 API を呼び出します。

実際の組み込み方法や詳細な説明については、クイックスタートをご覧ください。



NFT を扱うために必要な基礎知識

ウォレットの基礎知識

ウォレットは、Blockchain 上のアカウントと紐づく秘密鍵を管理し、秘密鍵による電子署名を
行うアプリケーションです。Blockchain に対する命令であるトランザクションを実行するには、実
行者の電子署名が必要です。例えば、NFT を譲渡する場合、NFT を譲渡するトランザクションに
対して、所有者の電子署名(厳密に言えば、NFT を保有しているアカウントに紐づく秘密鍵による
電子署名)が必要です。また、Blockchain を始めとする web3 の世界における認証として電子署
名が使われることも多く、アクセスしたユーザーがアカウントの所有者であることの証明として電

子署名を行う場合もあり、アカウントの所有者であることを確認することでユーザーの認証を行う

こともあります。

代表的なウォレット

最も有名なウォレットは MetaMask です。ブラウザ拡張およびスマホアプリとして提供されて
います。MetaMask は EOA と呼ばれる形式のアカウントに対応したウォレットですが、EOA は
秘密鍵の運用に関する課題を抱えており、今後は Blockchain のアカウントにおいては後述のコ
ントラクトウォレットへ移行していくという動きがあります。MetaMask 以外にも、EOA 対応のウォ
レットはいくつかありますが、全て秘密鍵の運用については同様の課題を抱えています。

これに対し、unWallet はコントラクトウォレットという形式のアカウントです。コントラクトウォレッ
トは文字通り、スマートコントラクトで実装されたウォレットです。EOA は、それを操作できる秘密
鍵が 1 つであり、これを紛失すると二度と操作することはできなくなってしまいますが、コントラク
トウォレットは、それを操作できる秘密鍵を複数割り当てることが可能であるため、これを活用し

たソーシャルリカバリーなどの機能を用いて、秘密鍵の紛失に対応できます。すなわち、EOA が
抱えている秘密鍵運用の課題を解決することが可能なウォレットであると言えます。

ウォレットの役割

前述の通り、ウォレットの役割は秘密鍵を使って電子署名を行うことです。



例1: NFT の譲渡

例2: 電子署名による認証

Blockchain 手数料について
NFT に限らず Blockchain 上で行う操作の多く(NFT の発行、NFT の譲渡 etc.)には、Gas と

呼ばれる手数料がかかります。これは、その操作を行う人が負担しなければなりません。



手数料に関する課題

手数料は暗号資産で支払います。そのため、暗号資産を保有していなければ支払う事ができ

ません。たとえば、企業が NFT を発行したい場合、企業が暗号資産を保有しなければなりませ
んし、ユーザーが持っている NFT を譲渡（売却含む）したい場合、ユーザーが暗号資産を持って
いなければなりません。

暗号資産を入手するには、取引所のKYCを含め手間がかかりますし、それなりの費用もかか
ります。また手数料の安い Blockchain を使う場合、手数料に使える暗号資産が容易に手に入ら
ない（国内の取引所で購入できない）ことが多いです。

企業が NFT サービスを提供する場合、エンドユーザーに暗号資産の購入費用、入手のため
の専門知識、入手の手間を強いる必要があります。

なお、unWallet Enterprise の代払い機能を利用することで、エンドユーザーの手数料を企業
が負担する(エンドユーザーは手数料のことを意識せずに使う)ことが可能です。

NFT の基礎知識
NFT は ERC721（もしくはERC1155）という標準規格に基づいて定義されます。

NFT のデータ構造
NFT は内部に token_id という識別子とその保有者の address を持ちます。つまり、どのウォ

レット(address)が、どういう NFT を持っているかではなく、この NFT は誰（address）がもってい
るかを、NFT 自身が管理しています。

そのため、「Aさんの保有する NFT の一覧がほしい」となっても、それを Blockchain から一括
で取得することはできません。unWallet Enterprise はそれらの情報を取得する API を提供して
います。

メタデータ

NFT にはメタデータと呼ばれる、NFT の属性情報があります。メタデータは IPFS やオンライ
ンストレージなどに保存され、そのメタデータの URI が NFT に書き込まれます2。

2 メタデータも NFT に書き込むことも仕様上は可能ですが、このようにすることが一般的です。



つまり、Blockchain に保存される情報は、メタデータの URI で、メタデータ自体はオンラインス
トレージに保存されます。そのため、メタデータ自体に永続性はないため、永続化するため、

IPFS のような分散ストレージに保存することが一般的です。


