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Transactionのデータ構造
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Transactionのデータ構造
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Description Data type Field Size
version int32_t 4 byte
tx_in count var_int 1-9 byte
tx_in(s) tx_in[] 可変

tx_out count var_int 1-9 byte
tx_out(s) tx_out[] 可変

lock_time uint32_t ４byte

・全体のデータ構造



Description Data type Field Size
previous_output outpoint 36 byte
script length var_int 1-9 byte
signature script uchar[] 可変

sequence uint32_t 4 byte

Transactionのデータ構造
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Description Data type Field Size
hash char[32] 32 byte
index uint32_t 4 byte

・「tx_in」のデータ構造

・「outpoint」のデータ構造



Description Data type Field Size
previous_output outpoint 36 byte
script length var_int 1-9 byte
signature script uchar[] 可変

sequence uint32_t 4 byte

Transactionのデータ構造
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Description Data type Field Size
hash char[32] 32 byte
index uint32_t 4 byte

・「tx_in」のデータ構造

・「outpoint」のデータ構造

UTXOのpk_script(locking script）を解決する
script(unlocking script)

UTXOのエンドポイント
　　　　TransactionIDとインデックス



・TransactionID（TXID）

TransactionデータをHASH256*した値を反転

Transactionのデータ構造
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・注意点
*HASH256は、sha256を２回行った値
　　　　　　　　　　　イメージ：sha256(sha256(＜データ＞))
・Transactionデータに設定する値は、反転しない
・Transactionデータの数値型はリトルエンディアン（little endian)



Transactionのデータ構造
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・「tx_out」のデータ構造

Description Data type Field Size

value int64_t 8 byte

pk_script length var_int 1-9 byte

pk_script uchar[] 可変



Transactionのデータ構造
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・「tx_out」のデータ構造

Description Data type Field Size

value int64_t 8 byte

pk_script length var_int 1-9 byte

pk_script uchar[] 可変

所有を証明する為のscript(locking script）

送信額（単位はsatoshi）



Transactionのデータ構造
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・「var_int」のデータ構造

Value Storage length Format
< 0xFD (253未満) 1 byte uint8_t

<= 0xFFFF 3 byte 1 byte目 0xFD
2 byte目から　uint16_t

<= 0xFFFF FFFF 5 byte 1 byte目 0xFE
2 byte目から　uint32_t

- 9 byte 1 byte目 0xFF
2 byte目から　uint64_t



インプットとアウトプットの関係
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アウトプット

value

pk_script length

pk_script

インプット

previous_output
hash
index

script length
signature script
sequence

UTXOのエンドポイント

これが解けたら使える！
（locking script）

pk_scriptを解くScript
（unlocking script）



UTXOのtxidを取得する
$ ./bitcoin-cli listunspent

取得したtxidのトランザクションを見てみよう
$ ./bitcoin-cli getrawtransaction <txid> 1

トランザクションを見てみよう！
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この「１」重要

UTXOの一覧



Script
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アウトプットの「pk_script(locking script）」や

インプットの「signature script(unlocking script）」

に設定され、UTXOの検証に使われる

Scriptとは
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・「スタック」データ構造で動く（PUSHとPOP）
例：

Scriptの動き
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空
Empty

PUSH：A

A A

PUSH：B

B

B

A

POP



処理後、１つだけ残っていてTrue（１）であればOK！

Scriptの動き
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空
Empty

１ ０ 1

１



大雑把にいうと
・データとOPコードに分けられる
・データ：0x01-0x4bの場合、
　　　　　次に続くサイズ分のデータをPUSHする
・OPコード：データ以外は、opcodeとして、
　　　　　　関数やコマンドとして扱われる
・詳しくは、「https://en.bitcoin.it/wiki/Script」

Scriptのデータ
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標準的なTransaction
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・Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH)
・Pay-to-Public-Key(P2PK)
・マルチシグネチャ

・データアウトプット(OP_RETURN)
・Pay-to-Script-Hash (P2SH)

標準的なトランザクション
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・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_DUP OP_HASH160 <public key hash*>

 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <public key>

P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)

20

*hashは、HASH160でsha256のあとRIPEMD160を行った値
　　　　　イメージ：RIPEMD160(sha256(＜データ＞))



P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)
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アウトプット

value
pk_script length
pk_script

インプット

previous_output
hash
index

script length
signature script
sequence

UTXOの
エンドポイント

OP_DUP
OP_HASH160
 <public key hash>
OP_EQUALVERIFY 
OP_CHECKSIG

<signature>
<public key>

（locking script）
（unlocking script）



P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)
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signature script
 (unlocking script)
<signature>
<public key>

pk_script(locking script)
OP_DUP
OP_HASH160
<public key hash*>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG

<signature> <signature>

<public key>

① ②
②

①

*hashは、HASH160



P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)
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signature script
 (unlocking script)
<signature>
<public key>

pk_script(locking script)
OP_DUP
OP_HASH160
<public key hash*>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG

<signature> <signature>

<public key>

③

<public key>

<public key>

④

③
④

<public key
hash*>

OP_DUPは１つPOPして
それを複製して２つPUSH

OP_HASH160は１つPOPして
それをHASH160して結果をPUSH

*hashは、HASH160



P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)
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signature script
 (unlocking script)
<signature>
<public key>

pk_script(locking script)
OP_DUP
OP_HASH160
<public key hash*>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG

<signature>
<signature>

<public key>
<public key>

⑥<public key
hash*>

<public key
hash*>

⑤

⑤
⑥

OP_EQUALVERIFYは２つPOPして
比較、合っていたら次の処理へ
異なっていたらfailで終了

*hashは、HASH160



P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash)
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signature script
 (unlocking script)
<signature>
<public key>

pk_script(locking script)
OP_DUP
OP_HASH160
<public key hash*>
OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG

１

⑦後

OP_CHECKSIGは２つPOPして
最初にPOPした<public key>で
次にPOPした<signature>を検証
あっていれば１をそうでない場合に
は０をPUSHする

<signature>

<public key>

⑦前

⑦

*hashは、HASH160



・redeem script
例：OP_2 <pubkey1> <pubkey2> OP_2 OP_CHECKMULTISIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<param 1> ... <param N> <redeem script>

P2SH (Pay-to-Script-Hash)

26*hashはHASH160

こっちはHASH160

scriptのまま



・redeem script（locking scriptなら良い）

<public key> OP_CHECKSIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <redeem script>

P2SH (Pay-to-Script-Hash)

27*hashはHASH160

例えば、redeem
をこうした場合

signature scriptは
こうなる



P2SH (Pay-to-Script-Hash)
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アウトプット

value
pk_script length
pk_script

インプット

previous_output
hash
index

script length
signature script
sequence

UTXOの
エンドポイント

OP_HASH160
<redeem script hash> 
OP_EQUAL

<signature>
<redeem script>

（locking script）
（unlocking script）

<public key> 
OP_CHECKSIG

（redeem script）



P2SH (Pay-to-Script-Hash)
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signature script
<signature>
<redeem script>
pk_script(locking script)
OP_HASH160
<redeem script hash*>
OP_EQUAL

<signature>

<redeem script>

① ② ②
①

*hashは、HASH160

redeem script
<public key>
OP_CHECKSIG

<signature>



P2SH (Pay-to-Script-Hash)
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signature script
<signature>
<redeem script>
pk_script(locking script)
OP_HASH160
<redeem script hash*>
OP_EQUAL

<signature>

③

④
③

*hashは、HASH160

redeem script
<public key>
OP_CHECKSIG

<signature>

<redeem 
script 

hash*>

<redeem 
script 

hash*>

<redeem 
script 

hash*>
④

OP_HASH160は１つPOPして
それをHASH160して結果をPUSH



P2SH (Pay-to-Script-Hash)
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signature script
<public key>
<redeem script>
pk_script(locking script)
OP_HASH160
<redeem script hash*>
OP_EQUAL ⑤

*hashは、HASH160

redeem script
<public key>
OP_CHECKSIG

<signature>

⑤

OP_EQUALは２つPOPして
同じデータであれば１をそうでない場
合には０をPUSHする
のだが、P2SHの場合同じであれば
次のredeem scriptが実行される



P2SH (Pay-to-Script-Hash)
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signature script
<public key>
<redeem script>
pk_script(locking script)
OP_HASH160
<redeem script hash*>
OP_EQUAL

*hashは、HASH160

redeem script
<public key>
OP_CHECKSIG

１

⑦

<signature>

<public key>

⑦

⑥

OP_CHECKSIGは２つPOPして
最初にPOPした<public key>で
次にPOPした<signature>を検証
あっていれば１をそうでない場合に
は０をPUSHする

⑥



・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_RETURN <data*>
・signature script（scriptSig、unlocking script）
対応なし

OP_RETURN

33*dataは最大80バイト

・UTXOとして扱われない
・valueが0でも良い
　（0より大きい場合は二度と使えないsatoshi（BTC）となる）



UTXOのtxidを取得する
$ ./bitcoin-cli listunspent

取得したtxidのトランザクションを見てみよう
$ ./bitcoin-cli getrawtransaction <txid> 1
OP_DUP OP_HASH160 <public key hash*>

　　　　　　　　　　 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

もう一度、トランザクションを見てみよう！
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この「１」重要

pk_scriptに設定
されているこを確認



Bitcoinアドレス、WIF
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よく見るBitcoinアドレスってなんだろう？

main
17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem

BC2
BD8cgkGadfVM5cu1ie48wsufniKP8di5fR

Bitcoinアドレス
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Bitcoinには、３つのアドレスがある

・秘密鍵のビットコインアドレス（WIF）

・公開鍵のビットコインアドレス（P2PKH用）

・P2SHのビットコインアドレス（P2SH用）

Bitcoinアドレス
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・BitcoinはECDSA（楕円曲線）暗号を利用
　・Private Key（秘密鍵）
　　・32バイト（大きい数値）
　・Public Key（公開鍵）
　　・1byte目が04の場合：65バイト
　　・1byte目が02か03の場合：33バイト

Bitcoinアドレス
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・秘密鍵の場合（WIF）
  versionを0x80（BC2:0x03）、payloadを秘密鍵、
　をパラメータとしてBase58Check*した文字列
Main: L1aW4aubDFB7yfras2S1mN3bqg9nwySY8nkoLmJebSLD5BWv3ENZ
BC2: UQFhPAt7WSdck3MtpZwXppBp4P4jQdp4vgzLjUGoTXNMAUjvRAE

*Base58Checkは、以下のURLなどでm(_ _)m
https://en.bitcoin.it/wiki/Base58Check_encoding

Bitcoinアドレス
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・公開鍵の場合（Bitcoinアドレス、P2PKHアドレス）
  versionを0x00（BC2:0x19）、payloadを公開鍵のHASH160、を
パラメータとしてBase58Checkした文字列

main
17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem
BC2
BD8cgkGadfVM5cu1ie48wsufniKP8di5fR

Bitcoinアドレス
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・公開鍵の場合（Bitcoinアドレス、P2PKHアドレス）
  versionを0x00（BC2:0x19）、payloadを公開鍵のHASH160、を
パラメータとしてBase58Checkした文字列

main
17VZNX1SN5NtKa8UQFxwQbFeFc3iqRYhem
BC2
BD8cgkGadfVM5cu1ie48wsufniKP8di5fR

Bitcoinアドレス
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locking script
OP_DUP
OP_HASH160
 <public key hash>
OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG



コマンドで確認してみよう！

$ ./bitcoin-cli getnewaddress

$ ./bitcoin-cli validateaddress <公開鍵ビットコインアドレス>

$ ./bitcoin-cli dumpprivkey <公開鍵ビットコインアドレス>

Bitcoinアドレス

42
秘密鍵の扱いには注意！！！



・P2SHアドレス
 versionを0x05（BC2:0x1c）、payloadをredeemのHASH160
　、をパラメータとしてBase58Checkした文字列

main:
 3EktnHQD7RiAE6uzMj2ZifT9YgRrkSgzQX
bc2:
 CbU6YbGMpP92cdXEiqV1eJNtAz4JSvvoMT

Bitcoinアドレス

43



・P2SHアドレス
 versionを0x05（BC2:0x1c）、payloadをredeemのHASH160
　、をパラメータとしてBase58Checkした文字列

main:
 3EktnHQD7RiAE6uzMj2ZifT9YgRrkSgzQX
bc2:
 CbU6YbGMpP92cdXEiqV1eJNtAz4JSvvoMT

Bitcoinアドレス
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locking script
OP_HASH160
<redeem script hash>
OP_EQUAL



まとめ
・秘密鍵のビットコインアドレス（WIF）
　秘密鍵がそのまま入っている（取扱い注意！）
・公開鍵のビットコインアドレス（P2PKH用）
　公開鍵のHASH１６０が入っている
・P2SHのビットコインアドレス（P2SH用）
　redeem scriptのHASH160 が入っている

Bitcoinアドレス
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Transactionの作成
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P2PKHからP2PKHへの送信
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Transaction

UTXO
アウトプット

value
pk_script length
pk_script

P2PKHからP2PKHへの送信

48

インプット

previous_output
hash
index

script length
signature script
sequence

（unlockin script）
<signature>
<pubkey>

アウトプット

value
pk_script length
pk_script

P2PKH

P2PKH（locking script）
OP_DUP OP_HASH160
<pubkey hash> OP_EQUALVERIFY 
OP_CHECKSIG



・手順
　１．P2PKHのUTXOを取得
　２．インプットの設定
　３．送信先スクリプト（pk_script）の取得
　４．アウトプットの設定
　５．P2PKH のSignature (署名)
　６．signaure_scriptの生成、設定
　７．Transactionの送信

P2PKHからP2PKHへの送信

49



P2PKH→P2PKHに送信する
　　　　　　Transactionデータを作成しよう！

http://www.bc-2.jp/tools/index.html

簡単に出来るように、Editorを作成しましたので
URLを開いてください。

P2PKHからP2PKHへの送信

50

http://bc-2.jp/tools/index.html
http://bc-2.jp/tools/index.html


１．P2PKHのUTXOを取得
　　$ ./bitcoin-cli listunspent

「txid」「vout」「address」「scriptPubKey」を利用します

P2PKHからP2PKHへの送信
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「scriptPubKey」の最後２バイトが「0x88ac」
となっている、UTXOにしてください



２．インプットの設定

P2PKHからP2PKHへの送信
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txins[0] outpoint > hash
に【UTXO】のtxidを設定

txins[0] outpoint > index
に【UTXO】のvoutを設定



３．【送信先スクリプト】（scriptPubKey）を取得
$ ./bitcoin-cli getnewaddress
<address>
$ ./bitcoin-cli validateaddress <address>

「scriptPubKey」を利用します

P2PKHからP2PKHへの送信
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４．アウトプットの設定

P2PKHからP2PKHへの送信
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txout[0] pk_script
に【送信先スクリプト】
scriptPubKey

txins[0] value
に【UTXO】のamountを
100,000,000倍して
2,000（fee）引いた値を設定



 ・確認してみよう！
　Transactionデータを解析、Serializeをコピー

$ ./bitcoin-cli decoderawtransaction <data>

Signature Script以外のデータは設定済み！
あとは、Signature Scriptを作成するだけ！

P2PKHからP2PKHへの送信
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・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_DUP OP_HASH160 <public key hash*>

 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <public key>

P2PKHからP2PKHへの送信

56*hashはHASH160



・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_DUP OP_HASH160 <public key hash*>

 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <public key>

P2PKH のSignature (署名)

57*hashはHASH160

Signatureは
どうやって算出するの？



・Signature Hash Types（署名種別）
　・SIGHASH_ALL (0x00000001)
　　Transaction全てのデータを署名
　・SIGHASH_NONE (0x00000002)
　　Transactionのインプットを署名
　・SIGHASH_SINGLE (0x00000003)
　　Transactionの１つのアウトプットを署名
　・SIGHASH_ANYONECANPAY (0x00000080)
　　誰でも支払うことが出来る（上記３つと組み合わせ可能）

P2PKH のSignature (署名)
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・署名の種別は全部で６種類
　・SIGHASH_ALL
　・SIGHASH_NONE
　・SIGHASH_SINGLE
　・SIGHASH_ALL ＋ SIGHASH_ANYONECANPAY
　・SIGHASH_NONE ＋ SIGHASH_ANYONECANPAY
　・SIGHASH_SINGLE ＋ SIGHASH_ANYONECANPAY

P2PKH のSignature (署名)

59



　

P2PKH のSignature (署名)

60

Signature用データ

Signature用データをHASH256した値（32byte）

HASH256した値の署名値（70byte）

署名値にHashType(SIGHASH_ALL:1byte)を付与(71byte)



Signature用データ作成

このTransactionに、
HashType(SIGHASH_ALL:0x010000)を付与したデータ

P2PKH のSignature (署名)

61

txins[0] signature_script
に【UTXO】のscriptPubKeyを設定

ここは4byte



・【Private Key】を取得（WIF）
$ ./bitcoin-cli dumpprivkey <【UTXO】のaddress>
<private key wif>

・【Public Key】を取得（Hash値でないもの）
$ ./bitcoin-cli validateaddress <【UTXO】のaddress>

<private key wif>と「pubkey」を利用します

P2PKH のSignature (署名)

62

注意！【UTXO】
PrivateKeyとPublicKeｙ



　

P2PKH のSignature (署名)

63

①

Signature（HASHTYPE_ALL)にて
①<private key wif>を設定
②Signボタンを押下
③結果をコピー

②

③



６．signaure_scriptの生成

<signature> <public key>

P2PKH のsignature script

64

Scriptにて
①<signature>+Enter+<pubkey>
    を設定
②結果をコピー

①

②

UTXOの<public key>



６．signaure_scriptの設定

P2PKHからP2PKHへの送信

65

txins[0] signature_script
に「<signature> <public key>」
を設定



 ・Transactionデータの確認（Serializeをコピー）

$ ./bitcoin-cli decoderawtransaction <data>

scriptSigが設定されている事を確認

P2PKHからP2PKHへの送信

66

"scriptSig": {
   "asm": "304402...13246f[ALL] 027294165…96a6c88b8",
   "hex": "47304402...13246f0121027294165...96a6c88b8"



７．Transactionの送信
$ ./bitcoin-cli sendrawtransaction <data>
<txid>

P2PKHからP2PKHへの送信

67

txid（Transaction Id）が出たら成功！



・確認
$ ./bitcoin-cli getrawtransaction <txid> 1

$ ./bitcoin-cli listunspent

P2PKHからP2PKHへの送信

68

ブロックに入りましたか？

ブロックに入ったら追加される



＜送信出来ない場合＞
・decoderawtransactionは正常に出力されていますか？
そのまま、sendrawtransactionをすると以下の様なエラーが出
ます。

P2PKHからP2PKHへの送信
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error code: -22
error message:
TX decode failed



＜sendrawtransactionでエラーが出た場合＞

P2PKHからP2PKHへの送信

70

error code: -26
error message:
256: absurdly-high-fee

手数料（fee）が高いです、UTXOから2,000satoshi
引いた値を設定してください



＜sendrawtransactionでエラーが出た場合＞

P2PKHからP2PKHへの送信

71

error code: -26
error message:
66: insufficient priority

手数料（fee）の設定が間違っています。
UTXOから2,000satoshi、引いた値を設定してください



＜sendrawtransactionでエラーが出た場合＞

P2PKHからP2PKHへの送信

72

error code: -26
error message:
16: mandatory-script-verify-flag-failed (Signature must 
be zero for failed CHECK(MULTI)SIG operation)

署名値が間違っています
もう一回、署名値を作成してください



＜sendrawtransactionでエラーが出た場合＞

P2PKHからP2PKHへの送信
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error code: -26
error message:
16: mandatory-script-verify-flag-failed (Script failed an 
OP_EQUALVERIFY operation)

<pubkey>の値が間違っています。
UTXO側の公開鍵を設定してますか？



＜sendrawtransactionでエラーが出た場合＞

P2PKHからP2PKHへの送信
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error code: -26
error message:
18: bad-txns-inputs-spent

使用済みのアウトプットを使っています



＜sendrawtransactionでエラーが出た場合＞

上記以外のエラーが出たら
#slackなどでお知らせください。

P2PKHからP2PKHへの送信
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P2SHからP2PKHへの送信

76



・手順
　１．P2SHアドレス生成
　２．P2SHのUTXOを生成
　３．インプットの設定
　４．送信先スクリプト（pk_script）の取得
　５．アウトプットの設定
　６．署名値の計算（signature）
　７．signaure_scriptの生成、設定
　８．Transactionの送信

P2SHからP2PKHへの送信
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P2SH→P2PKHに送信する
　　　　　　Transactionデータを作成しよう！

http://www.bc-2.jp/tools/index.html

P2SHからP2PKHへの送信
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http://bc-2.jp/tools/index.html
http://bc-2.jp/tools/index.html


・redeem script
例：OP_2 <pubkey1> <pubkey2> OP_2 OP_CHECKMULTISIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<param 1> ... <param N> <redeem script>

P2SHからP2PKHへの送信

79*hashはHASH160



Transaction

UTXO
アウトプット

value
pk_script length
pk_script

P2SHからP2PKHへの送信
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インプット

previous_output
hash
index

script length
signature script
sequence

P2SH（locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash> 
OP_EQUAL

アウトプット

value
pk_script length
pk_script

P2PKH

P2SH（unlocking script）
？？？
<redeem script>



・redeem script（locking scriptなら良い）

<public key> OP_CHECKSIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <redeem script>

P2SHからP2PKHへの送信

81*hashはHASH160
ここはどうなる？redeemを解くscript

今回は
こういうredeem script

のP2SH



・redeem script（locking scriptなら良い）

<public key> OP_CHECKSIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <redeem script>

P2SHからP2PKHへの送信

82*hashはHASH160



Transaction

UTXO
アウトプット

value
pk_script length
pk_script

P2SHからP2PKHへの送信
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インプット

previous_output
hash
index

script length
signature script
sequence

P2SH（locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash> 
OP_EQUAL

アウトプット

value
pk_script length
pk_script P2PKH

P2SH（unlocking script）
<signature>
<redeem script>

P2SH（redeem script）
<public key>
OP_CHECKSIG



１．P2SHのアドレスを作成

$ ./bitcoin-cli getnewaddress
<address>
$ ./bitcoin-cli validateaddress <address>
<address info>

<address info>の「pubkey」を利用します

P2SHからP2PKHへの送信
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<address>
は署名時に使うので
必ずMemoすること！



１．P2SHのアドレスを作成

　redeem scriptを作成

P2SHからP2PKHへの送信

85

①

②

Scriptにて
①<pubkey>+Enter
         +「OP_CHECKSIG」を設定
②結果をコピー



１．P2SHのアドレスを作成

P2SHからP2PKHへの送信
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Etcにて
①コピーしたHEXを貼り付ける
②HASHボタン押下
③HASH値をコピー
④1cを設定（P2SH）
⑤「③」を貼り付ける
⑥Encodeを押下
⑦Base58 Checkをコピー

①
②

③

⑤④

⑥

⑦



２．P2SHのUTXOを生成

・P2SHのアドレスへ送金

$ ./bitcoin-cli sendtoaddress <P2SH address> <Amount>
<txid>
例
$ ./bitcoin-cli sendtoaddress CXCN8C57KVae686xptqrKhQCoiW8gNxoER 0.1

※：このTransactionがP2SHのUTXOとなります

P2SHからP2PKHへの送信
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２．P2SHのUTXOを生成

・Transactionの確認

$ ./bitcoin-cli getrawtransaction <txid> 1
以下の様な情報が付与されれば、ブロック化されている

 

P2SHからP2PKHへの送信
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"blockhash": "00000075c422...f294bab85a",
 "confirmations": 1,
 "time": 1484103332,
 "blocktime": 1484103332



３．インプットの設定

P2SHからP2PKHへの送信
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txins[0] outpoint > hash
に送信元のtxidを設定

txins[0] outpoint > index
にTransactionから対応するvout > nを設定
※：scriptPubKeyがOP_HASH160から
始まる方



４．送信先スクリプト（pk_script）の取得
$ ./bitcoin-cli getnewaddress
<address>
$ ./bitcoin-cli validateaddress <address>

「scriptPubKey」を利用します

P2SHからP2PKHへの送信
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５．アウトプットの設定

P2SH のTransactionデータ

91

txins[0] value
にTransactionのvalueを
100,000,000倍して
2,000（fee）引いた値を設定

txout[0] pk_script
に【送信先スクリプト】
scriptPubKey



・redeem script（locking scriptなら良い）

<public key> OP_CHECKSIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <redeem script>

P2SH のTransactionデータ

92*hashはHASH160



・redeem script（locking scriptなら良い）

<public key> OP_CHECKSIG

・pk_script（scriptPubKey、locking script）
OP_HASH160 <redeem script hash*> OP_EQUAL
・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <redeem script>

P2SH のTransactionデータ

93*hashはHASH160

これどうやって算出するの？



　

６．署名値の計算（signature）

94

Signature用データ

Signature用データをHASH256した値（32byte）

HASH256した値の署名値（70byte）

署名値にHashType(SIGHASH_ALL:1byte)を付与(71byte)



Signature用データ

このTransactionに、
HashType(SIGHASH_ALL:0x010000)を付与したデータ

６．署名値の計算（signature）

95

txins[0] signature_script
にredeemを設定

P2PKHと異なる！
たぶん、Scriptに
残っているはず



・【Private Key】を取得（WIF）
$ ./bitcoin-cli dumpprivkey <【P2SHアドレス作成】のaddress>
<private key wif>

・【Public Key】を取得（Hash値でないもの）
$ ./bitcoin-cli validateaddress <【P2SHアドレス作成】のaddress>

<private key wif>と「pubkey」を利用します

６．署名値の計算（signature）

96

注意！
【P2SHアドレス作成】

PrivateKeyとPublicKeｙ



　

６．署名値の計算（signature）

97

Signature（HASHTYPE_ALL)にて
①<private key wif>を設定
②Signボタンを押下
③結果をコピー

①
②

③



・signature script（scriptSig、unlocking script）
<signature> <redeem script>

７．signaure_scriptの生成、設定

98

Scriptにて
①<pubkey>+Enter
         +<redeem script>を設定
②結果をコピー

①

②



signature_scriptの設定

７．signaure_scriptの生成、設定

99

txins[0] signature_script
に「<signature> <redeem script>」
を設定



 ・Transactionデータを解析（Serializeをコピー）

$ ./bitcoin-cli decoderawtransaction <data> 1

※：「scriptSig」が設定されている事を確認

P2SH のTransaction作成
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８．Transactionの送信
$ ./bitcoin-cli sendrawtransaction <data>
<txid>

P2SH のTransaction送信

101

txid（Transaction Id）が出たら成功！



・確認
$ ./bitcoin-cli getrawtransaction <txid> 1

$ ./bitcoin-cli listunspent

P2SH のTransaction送信
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・P2PKHからP2SHへの送信

・署名不要なP2SHへの送信
　例、redeem：<public key> OP_EQUAL

時間が余った人は・・・

103



まとめ
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・Transactionのデータ構造
・標準的なTransaction（P2PKH、P2SH、OP_RETURN）
・Bitcoinアドレス、WIF
・Transactionの作成

　　　　　（P2PKH→P2PKH、P2SH→P2PKH）

まとめ

105

・注意点
P2PKHとP2SHでのSignature用データの作成方法が違う！



参考資料
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・ビットコインとブロックチェーン:暗号通貨を支える技術
　ISBN-13: 978-4757103672
・Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
　https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
・Protocol documentation
　https://en.bitcoin.it/wiki/Protocol_documentation
・Transactions
　https://bitcoin.org/en/developer-guide#transactions
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takatoshi@dglab.com
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