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NFT(代替不可トークン)技術の未成熟



世界の文化コンテンツ市場は2022年基準で約1000兆ウォン(約95兆円)

に達すると予想されている。特に、2012年33.5％に過ぎなかったデジ

タルコンテンツの割合は2021年53％に達すると予想され、毎年20％以

上の急激な成長をしている。

過去には文化コンテンツを楽しむために、劇場やコンサート会場に直接行かなければならなかったが、

今は携帯電話一つで全てのコンテンツが手軽に楽しめる。デジタルコンテンツ市場はネットフリックス

やユーチューブ、プレイストアなどのデジタルコンテンツプラットフォームの登場により急激に成長し、

これを通じて世界のどこでもコンテンツを活発に流通することができた。

しかし、グローバル化が加速すればするほど、いくつかの巨大プラットフォームの独占化が一段と進み、

これによりコンテンツ提供者よりもプラットフォームの影響力がさらに大きくなった。

結局、提供者は膨大な手数料をプラットフォームに提供しながらも、ちゃんとしたコンテンツの披露機

会をつかめず、収益悪循環が生じる。さらに、プラットフォームがコンテンツ選別への多大な影響力を

持つので、プラットフォーム方向性に合わせて画一化され、市場が歪曲され、生態系は益々滅びていく。

最近浮上しているブロックチェーン技術は、そのコアバリューである脱中央化を通じて民主的なシステ

ムの構築の可能性を示した。特定のプロックチェーン技術では集団や中央勢力に左右されずに、全ての

トランザクションやイベントが透明に公開され、また偽造や変造のリスクもない。KOK財団はプロック

チェーン技術が示した可能性に注目し、ブロックチェーンによるデジタルコンテンツ流通プラット

フォームを開発することとなった。

KOKは脱中央化したデジタルコンテンツプラットフォームとして、自社が保有する人工知能およびビッ

クデータ技術と最近に脚光を浴びているブロックチェーン技術との結合により誕生した。既存のグロー

バルプラットフォームの独占化問題を解決するため、「Fair・Share・Enabler」という３つの価値実現を

目指し開発された。すべてのクリエーターが公正にプラットフォームの資産を利用(Fair)することができ、

価値とビジョンを共有し、それによる公正な収益配分を受けながら(Share)、クリエーターの創作の自由

が保障される(Enabler)プラットフォーム。KOKは皆様と一緒に創っていく。 3

特にイーサリアムのDAppであるクリプトキティ(Ctyptokitties)で旋風を巻き起こしながら紹介された代

替不可トークン(NFT)技術がEOSなど他系列のブロックチェーンにも導入され、希少性が保障されるの

で、固有の価値が保障される代替不可(Non-Fungible)デジタルアイテムが生成·流通されるようになった。

EXECUTIVE
SUMMARY



KOK CHAINの開発動機

1.1. 社会的な問題

AppleApp StoreやGoogle Playのような巨大独占プラットフォームは、彼らの独占的支配力を利用し

プラットフォームを利用するコンテンツ供給者に莫大な手数料を課す。また、コンテンツの流通過程

をすべて独占し、コンテンツの供給や需要を歪めることもある。これにより、コンテンツ供給者は高

い手数料とマーケティング費用の増加により収益性が悪化する一方で、消費者ではなくプラット

フォームが希望する形態のコンテンツを供給するようになり、市場生態系の萎縮をもたらしている。

これは中心化および独占の短所であり、脱中心化プラットフォームが必要な理由でもある。

中央集中的な独占プラットフォーム

コンテンツ製作の各分野は専門化されており、一つのコンテンツ製作及び流通には多くの人々の協業

が必要である。例えば、音源サービスの場合、曲当たりの売上は作曲家、作詞家、制作会社、流通会

社など、多くの人々が分ける構造となっている。ゲームも開発会社、流通会社、プラットフォーム、

ソリューション提供者など、ゲーム開発および流通に参加した多くの人々が売上を分けることになる。

問題は、売上を分ける時、各参加者の貢献度を正確に測定することが容易ではなく、正確に測定した

としても、貢献したほどではなく交渉パワーが高い方がより多くの収益をもたらす。ブロックチェー

ン技術の透明性を基盤とした公正性、スマートコントラクトなどを活用すれば、このような問題を解

決することができる。

アンバランスな報酬モデル
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1.2. 既存ブロックチェーン技術の問題

最初のブロックチェーンであるビットコインは当事者間、非政府発行貨幣で送金を可能とするために考

案された。しかし、ブロックチェーン技術への関心が高まり、脱中心化という技術の哲学的価値とその

潜在性が認められたことで、ブロックチェーン技術の活用範囲が単純送金ではなく、既存の産業構造を

変えられる新たな代案として拡大された。

ヴィタリック・ブテリン：「PoWはあらゆる詐欺及び窃盗事件の合計金額よりはるかに多い年間数十億

ドルを浪費します。これは大きな悲劇です。」

1.2.1.ネットワークの問題

現代のブロックチェーン、その上に最も進歩したブロックチェーンプロジェクトも同様な問題に苦しん

でいる。つまり、全ての取引が一つずつ行われている。これは作業証明(PoW)ブロックチェーンだけで

はなく、持分証明(PoS)にも同じく適用される。トランザクションはブロック単位で一つずつ保存され、

一度に一つのノードのみブロックを構築することができる。この全ては取引とスマートコントラクトを

順次実行する結果をもたらす。これはブロックチェーンの後段のネットワークを巨大なスーパーコン

ピュータに変えて99.99％のコンピューティング能力を奪っていく。

ヴィタリック・ブテリンは最近次のような話をした。「ビットメインおよび提携プールは現在、全ての

ビットコインハッシュパワーの52％を持っています。本当に大きな問題ではありませんか。」ネット

ワークリソースの中央化は少数の対象に対する支配、浸透、または中止のみでもPoWネットワーク全体

に甚大な被害を与えられるリスクをもたらす。

1.2.2.ガバナンスの問題

インフラの集中化

効率性
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これにより、これまでスマートコントラクト、DApp、分散型自律組織、NFTなど様々な試みと技術的

発展がなされてきた。勿論、まだ試みは実験的な段階に止まっており、完全な脱中心化のために克服す

べき課題が山積しているのも事実である。

イーサリアムの共同創立者であるビタリック·ブテリンは、それらの問題をガバナンス、スピード、浪

費、DAppの使用性および採用といったいくつかの主要事項に要約する。すなわち、「どのようにすれ

ばこの4つの主要事項を脱中心化し、安全な方法で解決できるブロックチェーンを作ることができるの

か」ということがブロックチェーン技術の当面の課題である。



有用性

ヴィタリック・ブテリン：「なぜ有用な大規模アプリケーションはまだないでしょうか。」ほとんどの

ブロックチェーンはスマートコントラクトやチェーンコードなど、いくつかの実行できる独立体

(entities)を導入する。新しく発明されたり簡単なプログラミング言語を用いたりすると、コードの信頼

性と表現力を抑えられる。スマートコントラクトは短くて簡単である。ブロックチェーンで使用する言

語と技術は豊富な機能や強力なシステムの開発を許容しない。いくつかのスマートコントラクトのみ

1,000個のコードを超える。しかし、複雑なビジネスロジック、豊富なコンテンツ操作、多くのユーザを

つなぐDAppを作ることーKOKプラットフォームでは実現できる。

1.2.3.ソフトウェアの問題

ヴィタリック・ブテリン：「保安問題を解決するための良いソリューションがまだない理由は何ですか。

アカウントハッキングや盗難の問題はいつ解決できるでようか。」ほとんどのブロックチェーンは実行

可能なコードを形成するコンパイルのみを一緒に提供する。装置テスト、持続的統合、コード分析のた

めのツールはない。その結果、保安侵害より単純性のみがスマートコントラクトを保護する。複雑なス

マートコントラクトは欠陥および脆弱性を抱いており、保安事件に関する多くの報告書が既に提出され

た。より優れた開発ツールが開発者に提供できたら、相当な被害金額を与えた保安事故も避けられたか

もしれない。だからこそKOKプラットフォームはDAppへの豊富な機能、効率性および生産的環境を構

築するに当たって重要な革新だと考えられる。我々はほとんどのブロックチェーン問題に対する解答を

見いだした。

ヴィタリック・ブテリン：「EOSガバナンスはどうして大失敗したかを考えると、これは脱中央化した

自律組織(DAO)を含んだ全てのオンチェーンガバナンスに根本的な欠陥があるということを意味しませ

んか。どんな脱中央化した自律組織が賄賂攻撃や金権政治に対抗できますか。」ガバナンスでは既存方

法、フレームワークおよび試みを通じて学ぶ点が多い。ガバナンスでは我々が最初から正すべきことが

いくつかある。その中には現実を評価した後で変えなければいけないこともある。コンピュータ科学者

らは無数の悪意的な決定や奪取から保護され、安全なブロックチェーンガバナンスのための完璧な解決

策を探っている。アメリカの憲法と同様に、強力なシステムは将来起こる変化の基盤になるだろう。

我々はデザインの多くを「暗号通貨における公正な支配とは何か」というこの唯一の質問を念頭に置い

て設計した。

ガバナンス

保安性
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NFT(Non-Fungible Token)は代替不可トークンとして各トークンが固有の価値を持っており、各トーク

ン間では直接の代替互換が不可能である。ブロックチェーンで代替不可トークンは主にチケット、不動

産、所得権、クリプトキティ、クーポンなどに使用され、固有の番号の資産や利益を持っている。イー

サリアム生態系において代替不可トークンはERC-721標準を遵守しており、EOS生態系においては、

dGoodsやSimple AssetsなどのOpen Source Software陣営でWorking Groupの形で標準活動が開始されて

いる。代替不可能なコインはイーサリアム生態系ではクリプトキティとディセントランド (Dec-

entraland)で代表的に使われており、代替不可トークンだけの独特な特性を提供する。様々な分野でこ

のNFTブロックチェーン技術を導入し、デジタル資産の所有権という概念がより明確になった。これと

共に代替不可トークンを活用すれば、既存のデジタル資産の所有権問題を解決することができる。イー

サリアム生態系ではこのようにNFT技術が実用性があるほど成熟しているが、EOS及び他系列のブロッ

クチェーンではまだNFT技術が未成熟である。

KOKプラットフォームは既存のNFT標準化活動を参照するが、Digital Contents PlatformというKOKエ

コシステムに最適化された独自のNFT Specificationを作り、実装することになる。

1.2.4. NFT(代替不可トークン)技術の未成熟



KOKプラット
フォームの構造

KOKプラットフォームで駆動するDAppは、一つの群をなすサービス

集団とみなすことができる。一つのDAppは、一般的なインターネッ

トサービスでは一つのポータルサービスが行う様子と似ている。

Group Theoryによる「シンメトリカルな構造の特性」をもとに「BP」を選定し、参加する代表ノードが

DApp生態系を整えてKOKプラットフォームをより安全で速いスピードで見せられる。ここでいうシン

メトリカルな構造は各々のDAppサービスの構造内で発生するトランザクション数、ノード分布図、時間

複雑度などを比較することで「構造化」による類似性を見つける。このような類似性は一つの大きな

Groupとしてまとめることができ、Group内の類似な構造を最適化することで既存のブロックチェーンの

限界点が克服できる。我々はこれをGOS-BP(Group Of Symmetry – ブロックチェーン Producer)と呼ぶ。

一つのDAppサービス群はKOKプラットフォームにBP(ブロック生成ノードブロックプロデューサー

Node)として参加する代表ノード(Primary Node)があり、この代表ノードと連結して自体DAppサービス

生態系を形成する。このDAppサービス生態系はサイドチェインと類似な点があるものの、自体DAppコ

インを持たずに多くのOff-ChainサービスおよびDBを連携・融合して、その機能を実現する。報酬など

のトークンエコノミーに必要となるコインはKOKを割り当てられて用いることとなる。
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インターネットは、価値と信頼の象徴である。そのインタネットの花は即ちWWW(World Wide Web)であ

る。そして次世代インタネットの花はWWWの次の段階であWWBW(World Wide Blockchain Web)であろ

う。WWBWはW3C、即ち World Wide Web Consortiumが定義して管理するWeb標準に従わなければなら

ない。現在W3Cが定義するSemantic Webに近い形にWWBWはなる。ブロックチェーンは現在、三重のジ

レンマに陥っている。イーサリアムの考案者であるヴィタリック・ブテリンはこれをブロックチェーンの

トライレンマ(三重のジレンマ)と言った。保安、拡張性および脱中央化という三つの特性の中で同時にこ

の三つを完遂することができず、最大二つしか達成できないと言った。多くのブロックチェーンはこのト

ライレンマ問題を解決するために努力している。KOKプラットフォームも同様である。

2.1. ブロックチェーンプロトコル(BaaP)

ブロック生成を受託して、ブロックを生成し、需要政策を決めるノードをブロック生成ノード——ブロッ

クプロデューサー(以下、BP)と呼ぶが、全てのDAppはBPになれる資格を保有している。BPとして選ば

れたDApp業者はBPの役割であるブロック生成に対する報酬を受けることとなる。全てのDApp業者はBP

になれる。BPになる方法および条件は次の通りである。

2.1.1. BP選定アルゴリズム(DPoSS)

① BP選定方式

• BPは良質のDAppサービスを提供するDAppの中で選ばれる。

• 選定方式はコイン保有者の投票およびサービス利用率により順位が決められる。

• 選ばれたBPはブロック生成に対する報酬を受けることとなる。

② BPになるための条件

• DAppがBPになって、報酬を得るためにはノードサーバーを構築して運営しなければいけない。

• サーバーの構築には最低仕様基準でクラウドサービスの利用時、月に約＄500の費用が発生する。

• 費用は発生するが、ブロック生成の報酬を考えると、投資額に比べて高い利益を得ることができる。

ブロックチェーンを公共財的な技術、技術的Commodityとみなし、World Wide ウェブ上で新しく形成さ

れるEconomic Layerとみなす見解が多い。経済的契約行為、取引に欠かせない信頼や根本的な価値がこの

Economic Layer、つまりブロックチェーンプロトコルで保障されるというわけだ。このように、ブロック

チェーンをEconomic Layerとみなすとき、多くのDAppはより生成しやすくなり、World Wide ウェブは次

の段階のウェブであるWWBW – World Wideブロックチェーンウェブへ進んでいくように見られる。
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•KOK MainNetを形成するBPは初期21個で始め、各BPは三つずつ一つのRegionを形成する。

2.1.2. BP合意アルゴリズム(PPBFT)

- 一つのBPは二つのロジック階層を持つが、上部層はサービスLayerであり、下部層はConcensusを

担当するCommunication Layerである。MainNetがローンチするとき、DAppが正常に稼働してい

な い か 、 ま た は 準 備 が で き て い な い DApp を 代 表 す る BP は Dummy BP と し て 下 部 層 の

Communication Layerのみ作動しながらMainNetに参加する。

- ７のRegionはグローバル通信網やDAppの分布を考慮してMainNet開示の前に固定される。

- 各Regionは初期MainNet生成時、固有の指数を持つこととなるが、これをBRI (Block Region Index)

と呼び、その数字は0から6までである。

- 各BPは固有の指数を持つこととなるが、これをBPI (Block Producer Index)と呼ぶ。BPIは初期

MainNet生成時に固定され、その数字は0から20までである。

- 各BPの指数は隣接のRegionに続いて増加する。つまり、Region 0にはBPI 0、7、14のBPがあり、

Region 1にはBPI 1、8、15のBPがあり、これによりRegion 6にはBPI 6、13、20のBPがある。

- ブロックが生成される一定時間を「ブロック生成区間」(Block Production Period)といい、その区

間では一つのBPが初期ブロック生成を担当するが、そのノードを「Primary BP」と呼ぶ。一つのブ

ロック生成区間では12個のブロックが生成される(１区間当たり生成されるブロック数はシミュレー

ションやテスティングを通じてかわることがある)。
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- Primary BPは既に以前のブロック生成区間で決められる。その方法は以前のブロック生成インターバ

ルの間生成される21番目ブロックのハッシュ値の最後の4つのバイト値に対するモジュールで、関数

MOD 21関数の結果値によって決められる。MOD 21関数の結果値はそのInput値にかかわらず０以上20

以下の整数の結果値を算出する。その値が次のPrimary BPとなるBPの指数値である。(次期Primary BP

を決めるために選定されるブロックは21番目として固定されるが、以後のバージョンでその選定アルゴ

リズムは変動できる。)

- Primary BPの指数値に1、2、3、4、5、6を足し、ここにMOD 21関数を適用して得られた6つのBPIが

Primary Bの隣のBPとして、各Regionの「Lead BP」と呼ぶ。今回のブロック生成Periodの間、Primary

BPとともに自分が属しているRegionで合意を主導し、その結果をPrimary BPに知らせるLeaderの役を

つとめる。

- Primary BPは自分が初期生成したBlockを隣のRegionのLead BPに伝え、各RegionのLead BPはその

Blockを 自分が属しているRegionの他の２つのBPに伝えて合意を検証する。この時に利用する合意アル

ゴリズムはPBFT(Practical Byzantine Fault-Tolerance)である。

- 各Lead Bは自分が属しているRegionの合意結果をPrimary BPに伝送する。この時に利用する合意アル

ゴリズムもPBFTである。

- KOK Platformに総合的に適用される合意アルゴリズムはPPBFT(Parallel PBFT)である。
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2.1.3. 分散型人工知能

KOK プラットフォームには人工知能が幅広く導入される。大きく2つの領域で人工知能は活用されてい

る。1つ目はBPが合意を得る過程で活用され、2つ目はBPが自らの担当するDAppの生態系の中でコン

テンツキュレーションや負荷バランシングをするのに活用される。 これらのDAppが自体のコインを持

つようになれば、このDAppはKOK MainNetにとってはSide Chainになる。

各BPは脱中央人工知能(D人工知能)機能を活用し、隣接するBPと協力してKOKプラットフォームの健

全性を維持する。BPで構成される合意ネットワークの健全性のためには、Primary BPの選定が非測測

的でなければならず、そうなると、Primary BPはハッカーの集中攻撃とDDOS攻撃に事前にさらされ

る可能性が最小化される。D人工知能の重要な機能の一つがこのPrimary BPをそのような目的に合わせ

て非測測的に選定することである。

A.初期には21つのBPが7つのRegionに配置され、Genesisブロックが生成されるとKOK MainNetが生成

される。これらBPのうち、あるBPはまだDummy BPであるかもしれないが、少なくともそのBPの

Communication Layerは正しく作動していなければならない。

B.全てのBPは、次のBlockを生成する前に同じ最近の「Confirmed Block」を保有している。即ち、全

てのBPはKOK MainNetの同一状態情報(Uniform State Information)を共有している。各BPは最近、

「Confirmed Block」を対象にD人工知能コードを稼動させると、他のBPも同じD人工知能コードを同

じ状態で動作させるので、同じ結果値を得ることになる。その結果、値について隣のBPと照合する必

要はない。これがKOK D人工知能のコア概念として、KOK D人工知能の「独立で同一」(Independent

and yet together)"アルゴリズムである。

C. D人工知能コードも大きく2つの領域に分けられる。BPの下層部のCommunication Layerで作動する

部分(D人工知能-Consensus)と上層部のService Layer で作動する部分(D人工知能-Application)である。
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D. D人工知能-Consensusは、以下のLogicで作動する。

a. BPの間で同期され共有するConsensus Parameter らがあり、これはブロックヘッダに含まれる。

b. 一つのPrimary BPが一つのブロック生成区間の間、数個のRawブロック生成を担当する。

c. そのParameterたちは次のような内容を含む。

i. 現在Primary Block Producer Index (PBI)

ii. 現在のブロック生成周期、t(秒単位-初期値0.5秒)

iii. 現在ブロック生成区間、T(秒単位-初期値12秒)

iv.次期Primary BP Index生成に使用されるブロック指数、i(次期生成周期の間に生成され

るブロック数がn個の場合、このブロック指数は0より大きくn-1より小さい。)

v.次期PBI生成時に適用されるHash Mask(64bitのうちに4桁だけが1であり、他の60個の

桁は0である。初期値00000000000F)

d. Primary BPは、自身が担当するブロック生成区間に進入すると、最初の生成ブロックに次期PBI

生成に使用するブロック指数とHash Maskをブロックヘッダに定義しておかなければならない。ま

た、Latencyと合意Missなど現在のネットワークの状態を考慮して、次期ブロック生成周期tと次期

ブロック生成区間Tを定義して、最初の生成ブロックに定義しておくべきである。このような計算

は、自分が担当するブロック生成区間に進入する前、前の区間ですでに行うことができる。

e. すべてのBPは、ブロックヘッダに定義されたブロック指数i番目のブロックを迎えたときに、次

期PBI(Primary BP Index)を決定するために、下記のような特殊な計算を行う。

i. 今回のi番目のブロックのHash値にHash Maskを適用して4byteのunsigned integer値を

引き抜く。

ii. このunsigned integer値にModular (21) 関数を適用し、得た結果値、即ち０、1、

２、…… 20の中に一つの数値を次期Primary BPになるPBのPBIで定める。次期Primary

BP に決定されたBPは、自分が担当する次のブロック生成区間が到来する前であっても、

この区間から自分が引き受けた計算を準備することができる。

E. D人工知能-Applicationは以下のような役割を果たす。

KOK生態系においてBPはDPoSSのアルゴリズムに選定されるが、各BPは自身が担当するDAppサービ

ス生態系についてKOK生態系全般の合意について包括的責任を負う。 一方、担当するDAppの生態系は

固有の事業的特性を持っている。このような応用領域に特化した人工知能サービスをBPが実行し、その

結果を全BPネットワークの合意過程に反映させることが、このLayerの役割である。

a. DApp生態系の負荷バランシングを維持する。

b. BP候補のベンチにいる候補がKOK BP Networkに進入できるよう準備させてくれる。

c. あるBPが担当するDAppがサイドチェーンDAppであるときは、そのDApp特性に合った

独自MainNetを運営することになるが、このサイドチェーンの合意過程にこのBPもD人工

知能-ApplicationLayerを通じて参加する。
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過去のインタネットサービスで一つのポータルサービスが形成する様子と類似であると言える。一つの

DAppサービス群ではKOKプラットフォームにBP(ブロック生成ノード)として参加する代表ノード

(Primary Node)があり、その代表ノードを中心にDAppサービスの生態系を形成することとなる。KOK

DAppも、広くはWeb生態系の中に存在するので、W3Cの標準に従う従来のWeb ResourceとInterfaceし、

相互連動する方法は、大きくOpen APIに従い、Off-Chainのデータサービスを提供するData Oracleに助

けられることである。

2.1.4. オープンAPI

KOKプラットフォーム上で作動されるDAppの開発のためにKOK DApp Development Kit(KDDK)が設

けられる。KDDKはKOKプラットフォームにローンチするDAppを開発してテストし、作動に必要とな

る全てのツールや環境を提供する。KOK DAppが作動する環境は広義でWeb環境である。 Web環境と

世界標準はW3C、即ちWorld Wide Web Consortium によって定義され、管理される。KOKが成し遂げ

ようとする真のWWBWはまだ標準に拡張されていないが、現在定義されている姿ではSemantic Webに

近い。したがって、KOK DApp開発キット(KDDK)はこのような環境を考慮して、それに合うDAppが

生成されるように開発される。下記の図式化したSemantic Stackで、Trust階層がKOK MainNetとなる。

そのTrust 階層の上に置かれるUser Interface and applicationsがDApp とそれを具現化する補助手段であ

る KDDK が位置する場所となる。

2.1.5. KOK DAppの開発キット

14

KOKプラットフォームで開発されたDAppは、ゲームアイテムなどのデジタル商品を代替不可トークン

（NFT）の形で開発できる。このようなNFTトークンの開発にはそのトークンのカテゴリーと地域特性、

販売形態など多くのメタ情報が必要で、それらの情報はある程度標準化されたTemplateでRepositoryに

蓄積することができる。KDDKはこのようなNFT Templatesを容易に活用できるように連結する。



1. KDDKの開発背景

コンピュータプログラムの統合開発環境(Integrated Development Environment : IDE)を開発したり、そ

の開発者が手軽に使用するツールキット(Development Tool KitまたはDevelopment Suite)を開発するこ

とは膨大な作業である。特に、Visual Programmingのためのツールキットを開発することはその難易度

が非常に高い。ここからさらに一歩進んで、Blockchain上で動作する応用Software、即ちDAppの開発の

ための統合開発環境とツールキットを開発することは、その複雑さがさらに増す。

幸いなことに、このCompiler Technology領域が進化してきた歴史が深く、多くの部分がOpen Source

Softwareの形で公開されており、そのオープンソースコミュニティ活動に参加する多くの専門家が世界に

広く布陣しているということである。KDDKも当然すでに存在するOpen Source Softwareを土台にして開

発される。ひとつの開発環境やツールキットは、その下部にまた多くの小さな開発環境と既存のツール

キットの組み合わせで行われる場合が多い。

KDDKの開発を参照した従来のOpen Source Softwareは大きく2つある。ソースが公開されたこの二つの

開発ツールフレームワークを参照し、KDDK自体の設計が具体化される。
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•Truffle

Truffle Frameworkは、ソリディティコードをローカル環境でより容易にコンパイルし、配布できるフ

レームワークである。DApp開発は大きくでFront-endとBack-Endに分けられるが、Truffle Frameworkは

Back-Endコントラクトの作成に有効に使用できる。Truffleでは、compile、deploy、testなどのコマンド

に対応し、ソリディティコントラクトのコンパイルからその結果物であるパッケージをブロックチェー

ンに配布するまで簡単に処理できるようにしてくれる。Truffle initコマンドにより、簡単に基本開発環境

を構成することもできる。Truffleは以下のようにスマートコントラクトを生産する。
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•EtherScripter

Ether Scriptはプログラミングするというより、スマートコントラクトを作る時の絵で組み合わせ

(Graphical Composing)するGraphical Smart ContractEditorの代表Editorである。Ether Scriptのサンプ

ル作業画面は以下の通りである。

KDDKはこのようにTruffleの強力な機能をEtherScriptのGraphicalDrag&Drop方式で具現することを目

標に設計される。
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2. KDDKの構造

一般にブロックチェーン上で作動するアプリケーションであるDAppは、スマートコントラクトの組

み合わせで実現される。以前の非ブロックチェーンSoftwareパッケージがモジュールの組み合わせで

実現されたものと似ている。ブロックチェーン生態系でこのモジュールと似た概念がスマートコント

ラクトである。モジュールがその中に多くのSubモジュールの組み合わせで構成されているように、

一つのスマートコントラクトもその中に多くのサブスマートコントラクトを持つことができる。この

ように開発されるSoftwareの開発方法をModularizationまたはInformation Hidingという。過去、

Software工学でよく整理されたこれらの開発概念が、SmartContract、ひいてはDAppの開発にも適用

される。この白書では扱っていないが、KOK財団は「ブロックチェーンDAppのためのソフトウェア

工学」に大きな関心を持っている。

Drag&Drop形式でSmart Contractを構成するためには、基本的で頻繁に使用される基礎的Smart

ContractがTemplate形式で実現され、KDDKのTemplate Libraryに入っていなければならず、それが

Graphical編集ツールでDrag&Drop方式で照合（Composing）され、その照合された結果物がテス

ティング、デバッグ、Linking、そしてInstall Outingでなければならない。

3. オープンコミュニティ活動

KDDKの多くのSource CodeがOpen Source Communityにそのソースコードが公開されている開発環

境とツールキットを活用するため、KDDKは既存のソースコードが持つOpen Source Licenseルール

を守ることになる。KDDKだけでなくKOKのMainNetはGithubにそのSource Codeが公開されるだろ

う。このようなライセンス遵守業務はKOK内部のCompliance Officerが業界標準に合わせて行うこと

になる。

このようなKOK PlatformのOpen Source Community活動に対するガバナンスと報酬体系に対する決

定はKOK Steering Committeeが行うことになる。KOK開発チームのみならず、KOK Open Sourceの

重要なBranchについて、内部の専門家担当者が担当するBranchに対してMaintainerの役割を果たすこ

とになる。

KOK Open Source CommunityはKOK内部の開発者と共に集団知性(Collective Knowledge)的に

KDDKとKOK IDEの性能と使いやすさを増大させる。そのためにCommunityの以下のような活動に

KOKコインが報酬として与えられる。

•Bug報告 (Report)

•Bug修正 (Fix)

•回帰試験 (Regression Testing)

•Security Testing / White Hacking

•Feature Upgrade Proposal

•Hackerthon参加
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KOK 生態系 KOK生態系は大いに３つの部類が参加し、有機的につながり進化する

ように設計されている。

•KOK MainNet：GOS-BP概念として作られた BPを連結して合意ネットワークを形成する。KOK

MainNetとKOK生態系の基軸仮想通貨がKOKコインになる。

•KOK DApp: 各DAppはそれを代表する１つのBPがあり、そのBPは該当DAppのSub-生態系、つまり

DApp生態系を管理する。DAppは様々なデジタルコンテンツを提供する統合コンテンツ生態系である。

このDApp生態系はたいていKOK MainNetが提供するKOKコインを利用するが、特殊な場合は自体

DAppコインを設計することができる。この場合、KOKコインとの交換メカニズムは後程述べられる。

自身のDAppコインを持つということは、そのDAppが自身のブロックチェーンを持つということであり、

KOKにとって、そのDAppブロックチェーンはサイドチェーンとなる。すべてのBPにはD人工知能とい

う分散型人工知能が装着され、KOK生態系全体の強健性を維持することになる。

•KOKプラットフォーム：BPが形成するMainNetとこのMainNetおよびDApp参加者皆の公正な価値共有

のための装置がKOKプラットフォームである。KOKプラットフォームはDAppともつながり、コンテン

ツを消費しやすくなる。
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3.1. KOK DApp 生態系

KOKプラットフォームは多様なコンテンツを提供する統合コンテンツプラットフォームである。KOK

プラットフォーム内でコンテンツが容易に利用できる。KOKの生態系は大きく分けて「KOKメディア

プラットフォーム」、「KOKゲームプラットフォーム」、「KOKショッピングプラットフォーム」の3

つのテーマで構成されており、その数と種類はより増加する。

初期に実装される3つのメインテーマプラットフォームは、メガDApp(Mega DApp)とも呼ばれる。 メ

インテーマプラットホームには、より小規模の類似テーマDAppが装着されることがある。

この3つのメガDAppはKOK MainNetのBuilt-InDAppの属性があるので「KOK本源DApp」と言い、広

義のKOKプラットフォームには本源DAppが含まれる。

各プラットフォームは既存のサービスの問題点を解決してブロックチェーン技術を生かすことで、より

透明で進歩した形の未来プラットフォームを目指す。

Economic Layerのブロックチェーンを通じてWWBW(World Wide Blockchain Web)を形成していく

KOKプラットフォームは、多くのDAppを作り出して収益を生み出すエコノミー構造(Token Economy)

を設計した。
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KOK生態系の中では、サイズと属性が多様な種類のDAppが巣を作ることになる。メディア、ゲーム、

ショッピング等はその規模が大きく、プラットフォーム形態のMega DAppで実現され、そのMega

DAppに密着して共生する小規模のDAppも多くなる。勿論、KOK MainNetにMega DAppだけが直接

接続されるわけではない。このように考えると、KOKの生態系におけるDAppの種類は規模やサイズ

で区分するより、独自にコインがあるかどうかで区分した方が技術的に理解しやすい。KOK生態系の

基軸コインであるKOKを通貨として使用するDAppを本源DApp(Base DApp)、独自のブロックチェー

ンとコインを持ってサイドチェーン形態でKOK MainNetと連動するDAppをサイドチェーンDAppと

いう。

3.1.1. KOK本源DApp (Base DApp)とサイドチェーンDApp(サイドチェーン DApp)

1. 本源DApp

本源DAppはKOK MainNetのBuilt-In環境で動作するDAppで、KOK DApp開発キットを活用して作ら

れる。本源DAppは、一般的にKOKコインを直接内部Utilityトークンのように活用する。このような

DAppは独自のブロックチェーンを必要とせず、KOK MainNetを直接活用する。現在、KOK財団が直

接開発している本源のDAppは3つあり、その規模が大きくプラットフォーム性格のDAppである。

• メディアプラットフォームDApp

• ゲームプラットフォームDApp

• ショッピングモールDApp

KOK MainNetのトークンを発行するために、これら本源DAppの所要も考慮された。本源DAppの

トークンエコノミーとKOK MainNetトークンエコノミーは密接に連結（Tightly Coupled）されている

本源DAppがプラットフォームの性格を持っているため、そのDApp内での取引量や取引速度などを考

慮して、1つ以上のBPが配当されることがある。例えば、初期にメディアプラットフォームDAppに3

つのBP、ゲームプラットフォームDAppに3つのBP、ショッピングプラットフォームDAppに1つのBP

でKOK MainNetが出発できる。
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2. KOK代替不可トークン

(NFTの機能と本願DAppとして定義記述）

KOKデジタルコンテンツプラットフォームで作られるトークンアイテムには、以下の3つのカテゴ

リーがある

• 代替可能トークン

• 代替不可トークン(NFT)

• 代替と代替不可の組み合わせを支援する準代替可能トークン(SFT、Semi-Fungible Token)

KOK生態系で全てのトークンアイテムはスマートコントラクトによって生成される。

スマートコントラクトはBack-Endサーバーと類似しているが、ブロックチェーンで実行される。この

ブロックチェーンがKOK本源のDApp形態でKOK MainNetに統合されて作動することになる。

トークンアイテムユーザはActionsというAPIを通じてスマートコントラクトと相互作用し、持続する

データはTablesに保存される。つまり、operationはActionに、データはTableで扱うことになる。

TableはOff-ChainデータストレージやIPFSのようなOn-Chainデータストレージにも拡張できる。また、

トークンアイテムは取引と地域の言語化とパッケージ移転などのために多くのメタデータ(Metadata)

を含めなければならない。 コーディングの利便性のため、メタデータはTemplates形態で管理される。

KOK NFTを実現するためには以下のような機能が必要である。

Actions

• SetConfig - 環境変数とバージョン管理

• Create - トークンの生成、トークンの基本属性(代替可能性、販売可能性、焼却可能性、振替可能性、

最大流通量など)定義

• Issue - トークンの発行

• PauseXfer -トークンのすべての移転を中断

• BurnNFT - NFTトークンの焼却

• BurnFT - 代替可能トークンの焼却

• TransferNFT - NFTトークンの振替

• TransferFT - 代替可能トークンの振替

• ListSaleNFT - NFTトークン販売にListingされたNFTトークンをSellerに再び帰属

• FreezeMaxSupply - トークンの追加発行なしで現在の流通量を最大流通量に固定
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Tables

• TokenConfigTable - SetConfigActionと共に、トークンのグローバルデータ環境とバージョン管理

• StatsTable - 生成されたトークンの名前と所属カテゴリーの唯一性を保障しながら基本属性(代替可能

性、販売可能性、焼却可能性、移転可能性)の状態情報を保存

• TokensTable - 生成されたすべてのNFT、SFTトークンのグローバルリポジトリ

• CategoryTable - トークンが作成される時に所属するすべてのカテゴリーの名前を保存

• AsksTable - KOK DEXトークンを販売するためにListing

• CloseSaleNFT - (Decentralized exchange)に販売リスティングされたすべてのトークンの名前を保存

• Locked NFTTalbe - 一時的にLockされ、移転ができないトークンの名前を保存

• AccountTable - あるユーザアカウントに対してどのカテゴリーのどのNFTトークンをどれだけ保有

しているのか、そして代替可能トークンの保有量情報を保存

Metadata plates

• トークンの形態(Type)によって様々なTemplatesが可能、例:3Dゲーム、2Dゲーム、芸術品、チケッ

トなど

• TemplatesがDApp統合開発環境(IDE)と開発ツールキット(KDDK)と接続できる。

• Templatesがリポジトリ(Repository)の形で開発·販売されることもある。

• TemplateはJSON ObjectやXMLで定義される



サイドチェーンDAppは独自のブロックチェーンがあり、独自のコインもある。独自のコインとKOK

間には固定、または可変交換レートを使用することができ、独自のコインがそのDApp生態系の報酬シ

ステムとガバナンスに合わせた活用ができる。このような独自のブロックチェーンがKOKのDPOSS

およびPPBFT技術のMainNetに参加するKOKサイドチェーンである。

KOK MainNetの観点から見てサイドチェーンDAppを担当するBPノードと、サイドチェーンの観点か

ら見てこのKOKゲートウェイノードは事実上同じノードである。このノードのアーキテクチャは下層

部にCommunication Layerがあり、上層部にService Layerがあるが、Service Layerにサイドチェーン

MainNetの合意に関するロジック(モジュール)が位置している。

サイドチェーンの観点からKOK向けゲートウェイノードを構成する際に 、そのノードがKOK

MainNetのBPの役割も果たせる仕様·条件を満たすように設計する。

このゲートウェイノードにはD人工知能-Consensus など、KOK MainNetの合意に参加するモジュール

もインストールされなければならないが、この二つの階層間のCommunicationはOpenAPIによって実

現される。

3. サイドチェーンDApp

4. サイドチェーンDAppのトークンエコノミー

サイドチェーンのDAppは独自のMainNetがあるため、独自のトークンを発行することは自然である。

このようにDApp自体トークンが発行されれば、KOK生態系の総トークン流通量はその分だけ増加す

ることになる。新たに発行されたDAppが担当する領域のブロックチェーン経済規模が適切に反映され

たので、DAppトークンが発行されるのである。規模と成長可能性が低いのに大規模のトークンを発行

するなら、KOKの生態系は必要以上のインフレを誘引するのと同じである。

あまりにも小規模のDAppトークンを発行すると、そのDAppの成長にダイナミズムが制限されること

になる。 したがって、KOK生態系全体を考慮すると、このDAppトークンとKOK基軸コインの関係を

どのように設定するかは非常に重要である。KOKの生態系では、DAppトークンのエコノミー設計に

は以下の2つの方法があり、その決定過程にKOKガバナンス構造の第1軸である「決定構造」内の

「KOKカウンシル」が熟議的投票（Deliberative Voting）で参加する。

• Tightly-Coupled DApp トークンエコノミー

KOKコインとDAppトークンの間に固定交換率が測定される。総発行量はKOKカウンシルが

最終的に決定する。

• Loosely-Coupled DApp トークンエコノミー

KOKコインとDAppトークンとの間の交換率は変動することがある。総発行量と最初交換率は

KOK協議会が決定する。 24



5. DApp開発方法論

KOKの生態系に入ったDAppはBusinessの性格上、Blockchain Transformationの性格を持つ。即ち、

既存のインターネットと中央集中型環境で作動している多くのモジュールとDBとポータルなどがあり

得る。ガートナーが提示するところによれば、このようなBlockchain Transformation性格のDAppは以

下のような概念Architectureを持つ。
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KOK生態系のDAppもこのような大枠の中で実現される。中でも特にDigital Contents Platformである

KOK生態系の特性上、多くの異種Off-Chainデータとロジック間の互換性が非常に重要になってくる。

KOK DAppがKOK MainNetブロックチェーンから提供される機能をカテゴリー化すると以下のように

なる。

• Front-End

a. 創作者と消費者との直接的な取引

b. 参加者に対する合理的な報酬

• Back-End

a. 取引情報の透明性

b. 分散型プラットフォーム

c. コンテンツ偽造不可

生態系の強健性と拡散のためには、DApp開発環境とツールキット、そしてDAppのランタイム実行環

境が重要である。

DAppの開発がほとんどSoftwareで行われるため、伝統的なソフトウェア工学の開発手法がすべて適用

されることはあるが、KOK DAppは既存のSoftwareの結果物をUpgradeする形式が多いため、Agile方

法論やRe-engineering方法論が注目される。まだ目に見える成果は見られないが、DAppの開発が活発

になり、既存のSoftware工学が進化し、ブロックチェーンのためのSoftware工学理論とDApp開発方法

論が体系化されるであろう。

DAppの急速な拡散のためには、DAppをプログラミング方式ではなくレゴ組合せ方式であるDrag-

and-Drop 方式のGraphical Programming方式が有用であり、KOK DApp Development Kitはこのよう

な機能を提供するように設計するだろう。
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KOKプラットフォームはユーチューブやフェースブック、ネットフリックス、テンセントビデオなどの

ような既存メディアで発生する問題点を改善してブロックチェーンを結合し、透明な形のブロック

チェーン基盤のメディア映像フラットフォームをつくる。

3.1.2.メディアプラットフォーム

Ⅰ.既存メディアプラットフォームの問題点

既存メディアプラットフォームは「広告料測定」「収益分配」や「個人情報保護」などの問題点を有し

ている。

ユーチューブ(Youtube)では、1日に平均10億時間以上をプラットフォームのユーザが視聴しているが、

広告主とプラットフォーム経営陣との利害対立が発生しており、コンテンツクリエーター(Contents

Creators)とプラットフォーム会社との不透明な収益分配問題、フェースブックの情報流出事件などの個

人情報データ盗用やハッキングなど、中央化されたシステムでは解決困難な問題点が最近になって問題

視されている。

他にも、プラットフォームユーザによる広告視聴強要の問題、クリエーターの収益をつくるために発生

する視聴ビューアビュージング(Abusing)などの問題が浮上しており、これに伴う付加問題が解決できな

ければ、メディアプラットフォームで発生する経済的損失を抑えることができない。
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Ⅱ.ブロックチェーン基盤のメディアプラットフォーム

⑴ 広告主とプラットフォームとの間の問題解決

広告主は希望するターゲット視聴者を有する確実なコンテンツチャンネルのみに広告を効果的に載せるこ

とを希望しているが、既存のプラットフォーム内のコンテンツがビューボットと不健全なコンテンツに広

告が載せられる問題により、広告主は「ターゲット設定」および「広告の効率性」の面で不満を言いなが

ら広告費を少なく支払う。これにより、コンテンツクリエーターは収益が減少し、中央化したプラット

フォームに苦情を申し立てる。

「ビューボット(View bot)」アビュージング除去

一般ユーザと「ビューボット」とを区分する過程はかなり複雑に思える。KOK生態系ではKOKトーク

ンを基盤にユーザの自由な消費活動が可能となる。KOKトークンの消費する特定条件を設定してKOK

の実質ユーザを選別する基準を定め、「ビューボット」と区分して実際のユーザとの区分問題を簡単に

解決する。

本人認証が済んだKOKプラットフォーム内のKOKトークンの「マイニング」、一定レベル以上のKOK

「トークン消費」と「ユーザ活動」などの装置をつくり、実際のユーザと「ビューボット」を区分する。

KOK PLAYは、ゲームや音楽サービス、eコマースなど、オンライン内でユーザの消費環境をもとに運

営されるプラットフォームだけあって、実際のユーザと「ビューボット」を区分しやすい。

ターゲット広告および広告の効率性改善

ブロックチェーン上では評点と評判の操作が不可能である。アビュージングボットがない状態での透明

性を持つ評点は強力な武器となる。広告主はKOKコンテンツプラットフォーム内での評価を利用して質

の高いチャネルと映像を区分し、視聴者が提供するデータに基づいて効率的なターゲット広告が可能と

なる。広告主はKOKトークンを市場で購入し、購入したKOKトークンは再びプラットフォームやユー

ザ、クリエーターに消費されることで、KOKトークンの生態系は好循環の形が完成する。
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チャンネルおよび映像間の競争力

不適切なチャンネルの競争力を制限するため、KOKトークンを活用してチャンネルを評価することとな

る。暗号通貨を活用して評点をつけるのは、生態系の活性化の面でも非常に大きく役立つ。しかし、既

にサービス中である脱中央化DAppの中で、このように暗号通貨を利用する評点システムを導入した事

例を見ると、ユーザは大きな報酬を得るために相互間の評点を高めるアビュージングを行い、これによ

り従来の旨と相当変質するという問題が発生した。

アビュージングボットが一般ユーザとして認識されるためには、KOKプラットフォーム内でのKOK

トークンの「消費」、特定時間のプラットフォーム生態系内での「活動」を行わなければならない。こ

れらの装置はアビュージングボットの経済的付加価値を効果的に下げ、アビュージングを制限する。

アビュージングユーザを効果的に遮断したKOKプラットフォームはKOKトークンを利用し、チャンネ

ルの登録者および映像評点システムを構築する。

KOKを消費して視聴するユーザは映像に対する評価が可能となり、着実に適切な評価を行ったユーザは

「視聴データ」をプラットフォームに提供することで、評価や登録に消費したKOKトークン以上の報酬

を返してもらう。

チャンネル「登録(Subscribe)」はKOKトークンマイニングを通じて行われ、マイニングの総量に制限を

設け、多数の登録者を保有しているチャンネルの影響力を高める。チャンネルにマイニングされた総量

に応じてチャンネルクリエーターに報酬を提供することで、良質のチャンネル量産や選別作業を効果的

に進める。
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POP(Proof of Participation) は参加度証明方式の形態で次のような方法を通じて問題を解決する。

1.  特定N時間の視聴時間

2.  映像内の広告クリック

3.  映像の評点総数

⑵ クリエーターとプラットフォームとの間の問題

現在、代表的な動画プラットフォームで最も問題となっているコンテンツクリエーターが受け取る「収

益の支給過程」は、ブロックチェーンを活用すると、最も解決できる問題の１つである。既存のプラッ

トフォームでは、クリエーターへの映像収益支給までの「支給期間」や広告料に対する「透明な支給」、

収益が支給される「アルゴリズム政策の修正」などの問題により、プラットフォームとクリエーターと

の間にかなり深刻な摩擦が生じる。

KOKメディアプラットフォームのアルゴリズムはコンテンツのあらゆる相互作用を計算し、各ユーザの

ビデオ視聴データをブロックチェーンに保存し、コンテンツ提供者に透明に費用を支給する。これらの

費用の支給は概ね視聴時間に比例して支給され、補助的なコンテンツ評価アルゴリズムでサポートして

精密に測定され支給される。
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特に、最近のフェースブックの個人情報漏洩事件は世界的に衝撃的な事件であるため、このような身元

データの暗号化は必須の要素とされている。KOKプラットフォームでは、身元データはブロックチェー

ンで暗号化されて保存され、個人の視聴タイプや視聴年齢などの広告主に必要となるデータは同意のも

と収集され、KOKトークンで報酬される。

⑶ ユーザとプラットフォームとの間の問題

ユーチューブやNETFLIXのようなメディアが生まれ始め、個人のデータも重要な資産となり始めた。最

近、フェースブックやユーチューブの最大の問題点は、このようなデータがユーザに報酬として戻る形

ではなく、個人のデータが私有化されつつあり、社会的に大きな話題となっている。

Ⅲ. KOKメディア商品

KOKプラットフォームでは、プラットフォームのユーザが映像をアップロードすることでシェアが可能

となるメディアプラットフォーム以外にも、独自のメディア商品を提供する。該当メディア商品は既に

独自の事業性を有しており、市場に公開された音楽やドラマ、バラエティ番組、映画、公演などをKOK

プラットフォームにアップして世界の人々とシェアする。

世界的に人気を得ているK-POP(Korean Popular Music)を中心にポピュラー音楽を紹介し、ストリーミ

ングやダウンロードできる韓国の代表的な音楽プラットフォームとKOKプラットフォームに連動して音

楽サービスを提供したい。

K-POPと共に韓流の代表ドラマを供給し、KOKプラットフォームでサービスを提供し、KOKオリジナ

ルバラエティ番組をはじめ、様々なチャンネルの代表番組を提供する。また、様々な素材の映画もKOK

プラットフォームで提供する。

K-POPを代表するアーティストの公演および海外アーティストの公演を開催することで、公演チケット

の販売に加えて公演実況中継サービスをKOKプラットフォームで提供する。
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インフルエンサーシステム

KOKプラットフォームではインプルアンサーの「KOKメディアプラットフォーム」内での活動をサ

ポートする。文化産業とeコマース市場での大きな影響力と潜在力を持つインフルアンサーはKOKプ

ラットフォームで多様なメディアコンテンツに出演し、ユーザの興味を呼び起こす。インプルアンサー

はユーザにコンテンツを提供し、ユーザはKOKトークンを利用してインプルアンサーに関心を示すこと

ができる。また、広告主はKOKプラットフォームを通じてインフルアンサーに広告を要請することがで

き、KOKトークンを通じて広告料が執行される。このようなプラットフォーム内の広告契約は市場にお

いてKOKトークンの価値上昇およびKOKトークンの取引活性化に貢献する。
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各ノード間のトランザクションはトークン化したリワードトークンでブロックを形成してプラット

フォーム内で取引され、KOK プラットフォームはトランザクションを透明に公開することで広告主、イ

ンフルアンサー、顧客間のリワードトークンの動向およびトークンによるデータ分析を可能とする。
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IV. 知的財産権及びクラウドファンディング、NFT

プラットフォームでサービスされる各メディアコンテンツ(音楽、映画など)はNFTで発行され、プラッ

トフォームの参加者はDex取引所を通じて著作物の権利を自由に取引できる。著作物の最初掲示時に

NFTを一緒に発行する場合、掲示者を所有者とするNFTが一緒に発行され、Dex取引所に登録する場合

はKOKトークンを利用して取引できる。実質的な著作物の権限を移転するため、内容が含まれたスマー

トコントラクトに同意しなければならない。著作物に対する権限は、一部だけが取引されることもある。

勿論、まだ完成していないコンテンツもNFTで発行できるが、これを通じてクラウドファンディングが

可能になる。ただし、プラットフォームはクラウドファンディングに参加する参加者たちを保護するた

め、コンテンツの製作段階によってロックアップ物量が供給されるエスクロー機能も提供する。



1. 既存のゲーム産業の問題点

3.1.3. KOKゲームプラットフォーム

現在のゲーム産業の問題点は、ゲームの画一化、少数課金ユーザに偏った売上構造、高い開発および

マーケティング費用と要約できる。まず、ゲームの画一化は、成功の前例があるいわゆる「金になる

ジャンル」の開発が集中することであるので、どのジャンルのゲームも課金構造を作るために似たよう

なコンテンツを持つようになる現象を意味する。

このようなコンテンツは少数課金ユーザからほとんどの売上を得られるように構成されており、これら

は他のユーザより少なくとも10倍、多い場合は100倍以上の金額をゲームに費やす。このようなユーザ

をよく重課金者というが、重課金者の売上に占める割合は、全体売上の80%に達する場合もあり、この

ユーザの維持がゲーム運営の成敗を左右することもある。これにより、ゲームのバランスは少数のユー

ザのために歪み、全ユーザの満足度は減ることになる。 さらに、ゲームの寿命と売上が少数の重課金者

たちによって決まるので売上構造が脆弱であり、安定的な企業運営に影響を与える。

現在、ほぼ全てのゲームはAppleのApp Store、Googleプレイ、スチームのようなグローバル巨大独占プ

ラットフォームによってサービスされている。このようなグローバル独占プラットフォームは、ゲーム

産業のグローバル化に大きい功績はあるが、先に述べたように、現在のゲーム産業が抱える最も根本的

な問題点である収益性下落を以下の2つの側面から加速させるという点で問題が大きい。
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技術の発展によりクオリティの高いゲームを開発することができるようになったが、逆にそれだけ高

まった消費者の目を満たすためには、より多くの開発費が必要になってきた。また、グローバルゲーム

プラットフォームによって国別市場への参入障壁が低くなり、世界中の開発企業が互いに同時に競争す

るようになり、これによってユーザを確保するためのマーケティングコストも日々高まっている。これ

は、ゲーム会社の収益性を悪化させる最も大きな要因で、ゲーム会社がより大きな成功のために冒険を

選択する代わりに、すでに成功したジャンルや成功した課金モデルを採択することになった原因となり、

前述した2つの問題であるゲームの画一化と偏った売上構造をもたらすこととなった。

2. プラットフォーム独占と脱中央化の必要性

一つ目は高い手数料である。AppleのApp Storeがストアの手数料をアプリ売上の30%に決めてから、今

や30%という高い手数料率は業界の慣行のようになった。さらに開発会社は、莫大な手数料を払いなが

らも、プラットフォームからユーザを誘致するための十分なサービスを受けられずにいる。その理由は、

プラットフォームがあまりにも制限的な露出のみを提供するからである。つまり、プラットフォームの

最大の存在理由である「募客」という側面で、事実上開発会社が得られる効果はほとんどなく、プラッ

トフォーム手数料の他に追加的なマーケティング費用を支払わなければならない状況に置かれたのであ

る。

特に、アップストアの場合、IOSユーザらに対し、ゲームサービスを行うための唯一の方法であり、世

界ゲーム市場の30%以上を占めるIOSユーザらを諦めない限り、売上の30%をそのままAppleに捧げなけ

ればならない。ゲーム会社の平均営業利益率が10~15%であることを考えると、売上の30%は非常に高

い数値であり、これによりゲーム会社はより安定した選択を余儀なくされた。



二つ目は、キュレーション権限の独占である。各プラットフォームは限られた空間に少数のゲームだけ

を露出させるため、プラットフォーム内の最も見えやすいところに露出することは即ち高い売上を意味

する。問題は、キュレーションの権限をプラットフォームが所有することになり、プラットフォームの

好みに合うゲームだけが生き残ることになる。これにより、ゲームはプラットフォームの好みに合わせ

て変形され、プラットフォームは強力なキュレーション権限を持ってゲームを検閲し、これによりゲー

ムは画一化されていった。また、注目度の高いところは別途の広告手数料で販売し、マーケティングコ

ストの上昇により開発企業の収益性をさらに悪化させた。

AppleのApp StoreやGoogleプレイ、スチームのようなグローバルコンテンツプラットフォームが、これ

までゲーム産業の発展に大きな影響を与えてきたのは確かだ。しかし、それにもかかわらず、当該プ

ラットフォームは今や独占を通じて市場で支配的な権力を行使しており、これはゲーム産業の長期的発

展を阻害する主な原因となる。

DApp開発企業はKOK NFTプロトコルを通じてゲーム内のアイテムを生成でき、NFTプロトコルを活用

して生成したアイテムはKOKプラットフォーム内のアイテムDEX取引所を通じて自由に取引できる。開

発会社は取引手数料を通じて収益を創出することができ、ユーザはアイテム取引を通じてゲームプレイ

に対する補償を受けることができる。また、DEX取引所を通じて異なるゲーム間のアイテム交換が可能

であり、これによりクロスプロモーション効果も期待できる。アイテムの取引時にはKOKトークンが活

用される。
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このような問題を解決するため、デジタルコンテンツプラットフォームであるKOKがブロックチェーン

技術を適用し、脱中心化したゲームサービスを提供する。

3. KOK ゲームプラットフォーム

KOKのゲームプラットフォームは、KOKブロックチェーン技術を利用した脱中心化プラットフォーム

として次のような特徴を持っている。

• 低い手数料

• キュレーションの脱中心化

• 収容者基準の最適化された広告マッチングサービス

• ゲームの配布及び広告

• アイテム取引(NFT/DEX)

• 決済サービス(KOK及び他の仮想通貨)

• ユーザコミュニティ

• 開発API/SDK

4. KOK NFT



3.1.4. KOKショッピングプラットフォーム

イーサリアムの起案者である「ヴィタリック・ブテリン(Vitalik Buterin)」が述べた通り、ブロック

チェーン技術について勘違いしてはならないのは、ブロックチェーンは有用性(Value)に対して存在を証

明する手段ではなく、より適切的に定義すれば不存在に対する証明である。例えば、ブランド品を取引

し、ブロックチェーンでその取引があったことをブロックチェーンを利用して立証するとしたときに、

取引に対する立証はできるが、取引されたブランド品が実際のブランド品であったかどうかは立証でき

ない。

ブロックチェーンで存在の立証が困難であれば、存在の証明を可能とする信頼できる機関が必要であり、

信頼された機関を通じて存在を立証する装置が必要である。

ブロックチェーンは特定管理者や所有者のいないP2P方式の個人間取引システムを意味する。既存の

P2P形式のダウンロード方式と同様に、ブロックチェーン技術は自分の取引についての証明内容がグ

ローバルに分散されているコンピュータに保存され、当該取引の内容を立証する。

前述の通り、このようなブロックチェーンは不存在に対する立証はできるが、存在に対する立証は困難

であるため、「信頼された機関」または「信頼された人」との取引を必要とする。このような信頼され

る機関または人は分散された帳簿に保存されるよりは、政府の保証や別途の監督機関または保証機関を

必要とする。

KOKプラットフォームではKOK財団と別途の監督機関(あるいは保証機関)とともに取り引きされた財貨

または商品に対する保証を行い、特定の財貨やサービスにおいて個人間の取引(P2P)、個人と企業との

取引(B2C)をサポートする。
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Ⅰ.個人と個人との取引(P2P)

個人と個人との間の財貨や商品の取引は、買い手と売り手の詐欺を防止するのが最も優先すべき問題で

ある。この部分はマルチシグネチャエスクロー(Multisignature Escrow)の形で解決する。購入者は

「KOKトークン」、またはその他の暗号通貨(例えば、「USDT」)を取引の前にエスクロー口座に入れ

る。この口座に入れてある暗号通貨は3人のうち2人の同意により引き出しが可能になる。 取引は一般的

に購入者と販売者2人の同意により行われるが、特定時間が経過してから購入者の特別な異議申し立て

がない場合も引き出しが可能になる。

しかし、販売者と購入者との間の紛争が発生する場合には、第三者が介入して紛争を処理する。販売者

と購入者はコミュニティ内での評判と評点に基づき、「紛争調整者」を合意して選別した後、取引仲裁

者としての参加を提案する。このようなシステムは中間介入者を介しない脱中央化ネットワークを構築

するためである。
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• 「紛争調整者」

KOKプラットフォーム内では誰でも「紛争調整者」になれる。「紛争調整者」はコミュニティ内で活動

をしながら選抜の機会を得ることができ、紛争処理以降の処理手数料によって評点が上がり、紛争で敗

北した購入者または販売者はKOKプラットフォームに紛争調整を再度要請し、取引の中止を要請するこ

とができる。KOKプラットフォームで紛争に異議を申し立てた場合には、追加手数料を負担してプラッ

トフォームに追加判決を要請することができる。KOKプラットフォームはコミュニティ内の「陪審員

団」をランダムに選出して内部的に解決したりし、該当国家内で法律的な問題がある場合にはその国の

法律により当該取引を中止させる。また、「国際法」上の問題がある場合には国際法により当該取引を

中止させる。

• 「陪審員団」

陪審員団の公正な選別過程をつくるために、KOK内部伝送によって生成されたランダムのハッシュ値を

変換し、コミュニティ内で活動している「紛争調整者」で評点が高い100人のうち、ランダムに選別し

て陪審員団を構成する。ランダムのハッシュ値を変換する過程は改ざんを防止するために、無作為値の

結果を完全に透明で検証可能とし、公正な結果の導出過程を示して利害当事者間の信頼を形成する。調

整は過半数の意見により解決され、過半数の同意がない場合には陪審員団の選別および紛争調整の過程

を繰り返し、過半数の同意を得るまで当該作業を繰り返す。

• 「紛争調整者および陪審員団の報酬」

紛争調整者および陪審員団は紛争を解決したときに、販売額の特定比率に対して報酬を受けることとな

る。報酬はKOKトークンで行われ、「KOKショッピング」プラットフォームのコミュニティ内での評

点を増加させる。測定された評点は今後追加的な紛争が発生した時に、紛争調整者として選別される確

率を高め、累積紛争調整収益を大きく増やしていくことができる。
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Ⅱ.個人と企業との間の取引(B2C)

個人と企業との間の取引(B2C)の場合には、検証された多数のパートナー(ブランド)の財貨およびサー

ビスがKOKプラットフォーム内で提供される。KOKプラットフォーム内の財サービスはKOKプラット

フォーム生態系の中で、世界の人々にアピールできる機会の窓となり、KOKで提供する韓流コンテンツ

および商品はKOKプラットフォームに莫大なマーケティング効果をもたらす。

KOKプラットフォームの生態系拡張およびサービス向上のために、KOK内の代表ノードはKOKショッ

ピングプラットフォームに財貨およびサービスを提供できるブランドを多数決で選抜する。検証できて

いるブランドは販売した財貨に対する品質保証を約束し、当該取引を証明するトランザクション(TX)を

データベースに残し、当該ハッシュ値を基とし取引されたことを記録する。取引に対する証明を持つ購

入者は当該トランザクションを基とし、品質に対する保証を要請することができ、トランザクションの

ない第三者の品質保証要請に対しては品質を保証しない。

-消費者のビックデータ保存および活用

消費者がデータ提供により設定した個人情報や消費者の検索データ、消費者の消費パターンに関連する

データは統合され、KOKプラットフォーム内のユーザビッグデータサーバにアップロードされる。ビッ

グデータサーバにアップロードされたユーザの消費データは累積し、生態系にユーザのビッグデータ形

成の基盤となり、オンラインショッピング活動のパターンを分析して理解する上で貴重な情報となる。

消費者がKOKプラットフォーム生態系に情報を提供することは、KOKプラットフォームの価値形成に

寄与する行為であるため、消費者はKOKプラットフォーム内で一定の報酬を受けることとなる。消費者

はショッピングモールや特定ブランドに一方的にデータを提供することではなく、逆に提供したデータ

を基にカスタマイズされたデータの提供を受けられる。
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-消費者(ユーザ)への報酬

オンラインショッピングで消費者のデータは多様な方式で活用される。消費者はデータをKOKショッピ

ングモールやブランドに提供することで、KOKトークンの報酬を受けられる。さらに、広告が受信する

と、報酬としてKOKトークンを受けられる。

KOKショッピングモール内のブランドはKOKトークンを市場で買い取り、KOKプラットフォームと消

費者に支給することで、ターゲット顧客に対するデータを受け取ることができる。こうした情報を基に

KOKトークンをプラットフォームに支給し、ターゲット広告を効果的に進める。

KOKショッピングモールはデータを収集しながらKOKトークンを報酬し、データをKOKショッピング

モール内のブランドに提供する。また、ターゲット広告を実行しながらKOKトークンで決済するようと

し、KOKトークンの価値上昇に寄与する。
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KOK MainNetが追求する「DPOSS(Delegated Proof of Stake & Service)」は既存のPOS方式およびDPOS

の問題点を解決する。単純POS 方式は個人への収益率が低く、POSベースのマスターノード方式のマイニ

ング形態では、個人がノードを形成するために多数のトークンを保有しなければならないという短所があ

る。また、単純なDPOSは現在、「談合」というガバナンス上の問題点を抱いている。談合してノードを

つくる少数の利益団体に対し、ほとんどの利益が割り当てられるガバナンス上の問題として批判されてい

る。

3.2. KOK マイニング方式

「DPOSS」においてBPは、良質のサービスを提供するDAppの中から選ばれる。 BPの選定は既存の投票

方式に加え、DAppのサービス活性化の度合いにより決定されるが、下記のような測定方式を用いる。

1. 投票

2. DApp利用率

3. DApp売上
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KOKブロックチェーンは既存のマスターノード方式の問題点を解決する。KOKトークンホルダーが選定

したBPはマスターノードの役割を果たすこととなり、投票進行時に用いられたトークンは投票したマス

ターノードのBPが委任される。マスターノードは持ち分により時間の経過とともにブロック報酬を受ける

こととなり、投票者に投票した票の割合に比例して配分する。

これだけでなく、KOKプラットフォームは追加報酬を提供する。KOKプラットフォームはマスターノー

ドにトークンを委任したトークンホルダーに追加報酬を提供する。KOKプラットフォーム内で発生した収

益の一部がKOKプラットフォームに還元され、還元された金額は売上に比例して測定され、トークンを委

任したユーザに報酬する。KOKトークンホルダーはKOKプラットフォームを利用しながら様々な方式に

より、KOKトークンのマイニングを行う。

BP(ブロックプロデューサー)の選定はKOKトークン保有者の「投票」および「DApp利用率」「DApp売

上」により順位が決まる。選定されたBPはブロック生成に対する報酬を受けることができ、サービスの人

気により追加的な利益が発生する方式であるため、DAppはKOKユーザの投票を得るために努力する。投

票だけでなく、サービスの利用率を測定する方式により、DPOSの問題点である談合の問題を効果的に

解決していく。
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KOK生態系は既に存在するデジタルコンテンツのビジネスモデルをDAppの形に改善し、ブロック

チェーンの上に移転する形態を保有している。

4.1. ロードマップ

KOKプラットフォームの進化

Evolution of KOK Platform

Milestone 1 : (October 2019)

Issue ERC Type of KOK Token
And start mining

Launch games : Magia and Hotel King

Milestone 3 : (March 2020)

KOKプラットフォームにゲーム、
文化コンテンツ追加

メジャーアップグレード

Milestone 5 : (Q1, 2022)

KOK DApp Development デザイン

Milestone 7 : (Q2, 2023)

KOK TestNet

Milestone 2 : (December 2019)

Listing KOK Token on the exchanges
Open KOK shopping Platform (B2C)

Milestone 4 : (Q1, 2021)

KOK DApp IDE(統合開発環境)及び
KDDKデザイン、MVP完成

Milestone 6 : (Q4, 2022)

KOK DApp Development Kit (KDDK) 
Alpha version 
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4.2. ガバナンス

問題点

ブロックチェーンのDApp生態系が維持されるためには、ガバナンスがうまく働かないと問題が起こり、

不公平な報酬システムとなり、結局健全な生態系は崩れてしまう。

概括

KOK生態系ではFairな機会が保障され、生態系内で好循環的に生成される価値が生態系のすべての参加者

にとってShareされるためには、ガバナンスがアルゴリズムの形でEnableされなければならない。バランス

のとれたガバナンスを保つのに、KOKプラットフォームは3つの軸を持っている。意思決定構造、報酬体

系、そしてアルゴリズム的基軸通貨の発行である。

1. 意思決定構造 - KOK生態系の進化方向を決定する。

a. プラットフォーム政策

b. コードベースとEngineering変更

c. BPまたはMaster Nodeの作動

2. 報酬体系 - 「共有地の悲劇」というパラドックスを解決する。

a. Incentive 体系

b. Penalty 体系

3. KOK 基軸通貨発行 - 初期ERC20形態のトークンだけではなく、MainNetのKOKコインもKOK基軸通貨

特性曲線によって透明的かつアルゴリズム的に通貨量を維持する。

ガバナンス参加報酬

KOKプラットフォームガバナンスのコア参加者は、各DApp群を代表するBP(ブロックプロデューサー)

ノードである。このBPたちに十分な報酬が提供されてこそKOKプラットフォームネットワークは健全に

維持される。その報酬形態は以下の通りである。
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4.3. KOKトークンエコノミー

KOKトークン・エコノミーの特徴を全体的に理解するには、KOKというのをプラットフォームであるだ

けでなく、生態系であることを知る必要がある。生態系は生きているものである。 一般的に私たちは生き

ているものはS curveに従って成長すると言う。

KOKプラットフォームには、生態系の特性とプラットフォームの機能も備えている。プラットフォームは

幾何級数的な成長の特徴を持っているが、このような成長は独占を引き起こす。勝者がすべてを持つこと

になる。

GoogleやAppleのような大企業もプラットフォームのように幾何級数的に成長する。 KOKプラットフォー

ムは、ブロックチェーンと人工知能技術により、参加者とともに公正に共有するプラットフォームを作る

のが目標である。

これは、我々がすべてのstake holderと公正に共有できるプラットフォームになるのに重要な信念であり、

哲学である。そのため、このような幾何級数的な成長は非常に不自然なものであり、資源の制限があるた

めにいつか終わることになる。健康な生態系は、幾何級数的に成長してはならない。私たちは有機的に成

長する健康で持続可能な生態系を作りたい。従って、幾何級数的な成長指数を安定的かつ持続可能で、健

康で、公正なメカニズムに調整する必要がある。
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4.4.1. KOKトークン発行Token Issuance

先に述べたように、成長の状況は大体はSパターンのように見える。従って、一つの生態系はたくさん

の小さなS curveの総和と言える。このようなcurveを生態系の成長特性characteristics curveという。

4.4. トークン発行
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様々な理由と哲学を考慮し、KOKプラットフォームの成長特性curveは、序盤の早い成長を遂げた後、

適正なバランスで収束する方向に進むように定義した。

色々な成長特性curveの中で、この絵の方向性はトークン流通量の表現である。その他、多くの方法に

より我々の哲学や成長を示すことができるが、我々はcharacteristics curveをこのように設定することに

した。理論的にKOKトークンの最大数量は50億個である。

プラットフォームは、より多くの参加者とともに急速に成長し、拡張できるよう設計された。 私たち

はこのcharacteristics curveに従って流通するKOKトークンの量を設定し、量的拡散をした後に減少し、

15億個のKOKトークンという特定の数字に収束させる。

トークン・エコノミー内部のすべての公式は、マイニング、ユーザ拡張、およびKOKプラットフォー

ムの価格を含めた我々の行動様式を考慮して、このcharacteristics curveに合わせて設定された。
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KOKプラットフォームの価格をコントロールするには、2種類のknobがある。一つはマイニング率、も

う一つは焼却である。一つ目はプラットホームでのKOK貨幣発行量を制御し、二つ目はKOKトークン

の焼却を担当する。

最初にknobの採掘率から説明する。 マイニング率は調整がなければ、幾何級数的に増加するだろう。

係数rを使って時間tと共に、指数関数で示すことができる。マイニング比率はrで表示され、tは時間を

示する。ここで“r”は包括的に表記されたおおよそのマイニング率である。詳細マイニング率はマイニ

ング量によって変化するため、マイニング率を一つの変数としてApproximationして説明するものであ

る。一定期間のマイニング量はこうである。即ち、rの値が大きいほど、より険しい指数curveを示す。

逆に、r値が減れば減るほど緩やかな指数curveを見せることになる。私たちは、実際の流通量を

characteristic curveに近づけるためにr値を調整する。r値は、総マイニング量、参加者数、累積マイニ

ング量、消費量などによって計算され、生態系が活性化されマイニング量がcharacteristic curveの上に

存在する場合、r値が減少し、逆に拡散が遅く流動性供給に限界がある時r値を増やし、KOKトークンの

流通を円滑にする。5月末頃に予告されている半減期もこのような計算によって調整される過程であり、

このような調整はKOK流通量を調節してKOKの価値上昇に寄与する。このマイニング率は流通してい

るKOKトークンの総量を調整する一つ目のknobである。

Characteristics curve
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MinMaxアルゴリズムとも言うAlpha-Beta Pruningアルゴリズムと数学的シミュレーションによる

フォーミュラが作動する。このアルゴリズムは、S_min、S_maxでプラットフォーム価格を決める。

m‘は当該区間での累積KOKトークンの数量である。 TはマイニングされたKOK数量、rはマイニングの

割合である。この公式がベクトル状に掛けられて、合わさった公式が下記のようである。

ここで基底関数Fは、我々のプラットフォームが紹介者に与える報酬に関するもので、全体としては、

vectorで表示される。

S_minはKOKプラットフォームの平均価格の最小値であり、S_maxは最大値である。適正プラット

フォーム価格は、これらのゼータ関数の結果として決定される。この公式は2つのことを決めるのに役

立つ。この公式は最初のプラットフォーム価格を決めるのに役立ち、そしてマイニング比率を決めるの

に使われる。 究極の目標は、マイニング率とプラットフォームのKOK単価を適切に設定し、全体の

KOK流通量が定義された成長characteristics curveに従うことである。

このような計算過程によって決定されたプラットフォーム価格は、市場価格の安全装置の役割をすると

同時に、プラットフォームの生態系拡大に貢献する。 取引所で取引されるkokの価格がプラットホーム

より低い場合、人々は取引所でkokを購入してプラットホームに移そうとするだろう。この場合、買収

需要が生じ、市場価格が上昇する。逆に市場取引価格がプラットホーム価格より高い場合、マイニング

及びプラットホーム参加者が増え、プラットホーム生態系をさらに拡大する誘因となる。これは、長期

的にプラットフォーム価格の上昇を招く。

流通しているKOKトークンの総量をこのように調節することは、KOKトークンの過量を防ぎ、より良

いKOK価格パフォーマンスを保障するためである。
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先に述べたように、マイニング量は幾何級数的に増加する可能性がある。rとpを設定したにもかかわら

ず、characteristics curveと差が生じることもあるので、総流通量を調整しなければならない。二つ目の

knobである焼却である。焼却はcharacteristics curveを調整するために適用される。焼却には周期的焼却

と制度的焼却がある。

• 周期的焼却

KOKトークンがプラットフォームで商品及びサービスを購入するのに使用される場合、そのトークン

は今後消却される対象である。もし、KOKトークンを他の仮想通貨に交換するために使用する場合、

またこれらも焼却の対象となる。このように、ある周期で積み上げられたKOKトークンを、その周期

末にある割合で焼却するのである。焼却比率は焼却後の流通量がその時点の特性曲線の数値に近づける

ように財団により決定されるが、100%以下の数値になる。

• 制度的焼却

周期的な焼却が十分でない場合、直接的な調整が必要である。より多くの焼却が必要な場合、制度的焼

却を適用する。周期的な焼却は私たちのoney equationによって決定される。周期的な焼却は理解しや

すいが、制度的な焼却はやや複雑である。

我 々 は こ の 焼 却 公 式 を 適 用 し て 制 度 的 に 焼 却 量 を 決 定 す る 。 も し 周 期 的 な 焼 却 が そ の 時 点 の

characteristics curveに収束するのに十分であるのなら、制度的な焼却は不要である。

このような複雑な方程式と調整のための努力の根本的な理由は、参加者、特にKOKプラットフォーム

の構築に貢献した初期の参加者とともに、KOKプラットフォームで発生する特典を共有するためであ

る。

4.4.2. KOKトークンとKOKコインスワップ

初期にERC20の形で発行されたKOKトークンは、KOKプラットフォームのMainNetが用意され、KOK

エコシステムの基軸コインが用意された時(Milestone 10)、その時点の予想流通量である15億個のKOK

コインで1:1スワップされる。
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KOKコインは証券または株式の法的性格を有しない。したがってKOKコインは配当および利益に対する

いかなる権利も与えない。KOKコインは販売が済んだ場合、払い戻しが不可能となる。KOKコインは株

式の性格を有しないため、KOKコインの保有がKOK財団会議に出席できる権利を保障するのではない。

KOKコインはブロックチェーンのプラットフォーム外部での特定の権利や価値を保障しない。したがっ

て、投機や投資の目標としてKOKコインを使用することはできない。本白書は法的拘束力がなく、いか

なる契約関係を構成しない。

本白書の内容の正確な情報提供に努めるが、掲示されている情報は変更されることもあり、その正確性

および完全性に対していかなる責任も負わない。投資家は直接関連情報および規制に関して精査を進行

した後、プロジェクト投資を決定し、管轄国家の関連法律について投資家本人が熟知していなければな

らない。

KOKコインの取得と保存は様々なリスクを含めることがある。このリスクには、KOK財団がブロック

チェーンをローンチングし、その技術の向上ができない場合や上記のサービスの提供ができない場合も

含まれる。したがって、KOKコインを取得する前に、全てのユーザおよび投資者は、KOKコインの取得

に伴うリスク、価格やベネフィットなどについて注意深く考えてほしい。必要であれば、関連の専門家

の意見を求めることを頼む。このようなリスクと約款に明示されている別途のリスクについての理解や

受容ができない購入者は、KOKコインを購入しないことを勧める。

KOK財団(または会社)により作成された白書は、KOKコイン(またはトークン)の潜在購入者に提案され

たコインのローンチングに関する情報の伝達を目的とする。白書の情報は完全ではない可能性があり、

契約関係のいかなる要素も暗示しない。この白書の目的は、合理的な情報を潜在保有者に提供すること

である。本白書のいかなる内容も提案書や投資権有の形を帯びず、特定管轄圏内の証券を買うための提

案、あるいはこれに関するいかなる形の請託も含まない。また、本白書のいかなる内容も広告または

マーケティング刊行物を構成せず、管轄圏内に属する有価証券を提供したり買入したりすることとは何

の関係もない。

本白書はKOKプロジェクト(技術ソリューション)についての説明のみを目的としており、いかなる意見

や約束も含まず、本プロジェクトの実現可能性や妥当性および競争力の面で、我々の最終目標が貴下の

期待を満たすとは保証しない。KOKコイン購入者は、本白書及び法的告知について十分に理解し、購入

者の居住地の法規、特にマネーロンダリング、テロ防止などの関連法律を遵守することを約束し、暗号

通過およびブロックチェーン技術についての十分な経験と理解をしていることに同意しなければならな

い。本白書は韓国語および他の言語で配布され、解析上の衝突が発生した場合には韓国語版を優先する。

法的告知
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