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1. 事業の背景と目的 

 

1.1 プラットフォームが支配するコンテンツ市場 

公開直後から、K-

コンテンツの底力を見せている Netflix（ネットフリックス）のオリジナル作品『イカゲーム』は、世

界的な OTT プラットフォーム Netflix のおかげで注目を集めることができた。Netflix の選択によ

って初めて日の目を見ることとなった『イカゲーム』のように、立派な作品であっても、プラットホ

ーム側の興味を引くことができなかったら埋もれてしまうという点を表している。 

現在、コンテンツ産業は「プラットフォーム（Platform）」がとてつもない権力を持っており、自

然にプラットフォームが選択したコンテンツだけが注目を浴びる異常な構造となっている。制作

者が作りたいコンテンツ、あるいは消費者が見たいコンテンツではなく、「プラットフォームが選

択した」コンテンツだけが世の中に出てくることになり、これは深刻なコンテンツの画一化を招い

ている。 

問題はこれだけではない。プラットフォームは、コンテンツ生産のみならず、利益配分でも不均

衡を生んでいる。多くの製作者と参加者は自分の努力に見合う補償を受けることができず、ひた

すらプラットホームが利益を独占している。エコシステム形成に多大な貢献したにもかかわらず

、その利益はプラットフォームが取得している。 

 

1.2 コンテンツ市場の特徴 

コンテンツ（Contents）は、テレビ、インターネットなどで伝達される「情報の内容」という意味

する。文字、図形、色彩、音声、動作、もしくは映像若しくはこれらを組み合わせたもので、具

体的には、文芸、写真、映画、音楽、演劇、マンガ、アニメーション、コンピュータゲームなど

、さまざまなものが含まれる。 

21 世紀は「コンテンツの時代」だ。メディアの発達とともに急速に拡大しているコンテンツ市場は

、コロナウイルスのパンデミックを基点にコンテンツ消費は爆発的に増加した。韓国コンテンツ

振興院によると、世界最大の米コンテンツ市場規模は、2019 年約 8,740 億ウォンに達したとい

う。また、2021 年世界の OTT プラットフォーム市場規模は、約 144 兆ウォンに迫ると見込ま

れる。 

 



 

 

2. KOK 紹介 

 

2.1 KOK プラットフォームとは 

KOK は、ブロックチェーンの透明性と脱中央性を基に、誰でも公平に参加できるコンテ

ンツプラットフォームである。製作者は、より合理的な利益を得ることができ、消費者が

より多様なコンテンツが楽しめるプラットフォームのエコシステムを目指すことから始ま

った。 

 

2.2 KOK プロジェクトの課題 

⚫ プラットフォームによるキュレーション独占問題の解決 

⚫ 不透明な分配構造の転換 

⚫ 高い手数料体系の改善 

⚫ 情報独占問題の防止 

 

2.3 KOK プロジェクトの目標 

⚫ 1)全てのコンテンツクリエイターはプラットフォームの資産を公平に利用できる（

Fair） 

⚫ 2) 価値とビジョンを共有し、それによる公平な利益配分が行われる（Share） 

⚫ 3) クリエイターの創作の自由が保障される（Enabler） 

 

脱中心化した総合コンテンツ・プラットフォームを目指す。 

 

3. トークンエコノミー  

 

3.1 KOK トークン 

KOK トークンは、KOK エコシステムの基軸通貨として、コンテンツ決済や所有、分配、リワードなどに使

われる。 

KOK トークンの発行と流通は、トークンの本源的価値や取引量、流通量、そして消費量などによって決定

され、最終的には一定個数に収れん・維持されるように設けられている。すなわち、KOK トークンは、その

本源的価格が持続的に上昇するように最適化された流通量を維持する。 

毎日発行するトークンは、サービス提供者とサービス助力者に支給され、分配率は、全体のステーキング

パイやトランザクションの需要、また市場流通量などにより自動的に計算される。 



3.2 トークンエコノミーを構成する主体 

 

 

「トークンエコノミー」は、トークンを活用して行われるエコシステムのことで、トークン

エコノミーには 4 つの主体がある。最初に、プラットフォームにコンテンツを提供する「コ

ンテンツ提供者」。第 2 に、ハードウェアのコンピューティングパワーをプラットフォー

ムに提供する「サービス提供者」。第 3 に、サービス提供者のネットワークにステイキング

することで、間接的にプラットフォームのサービス提供に参加する「サービス助力者」。最

後に、トークンを使ってプラットフォームとプラットフォーム内のコンテンツを利用する「

ユーザー兼キュレーター」。彼らはそれぞれ保有している資源を自主的に提供し、それに

伴うリワードをもらったり、資源消費に対する手数料を支払ったりする、平等なシステ

ムの中に存在してる。  



コンテンツ提供者 (コンテンツクリエイター) 

 

コンテンツ提供者は、KOK プラットフォームにコンテンツを提供する役割を果たす。正当に著作権や

使用権を保有しているコンテンツ生産者は、誰でも提供者になれる。 

提供したコンテンツをユーザーが消費すると、それに応じたリワードが得られる。リワードの一部は、手

数料として徴収するが、この手数料は、プラットフォームが提供者にストレージ空間やユーザーに関す

るデータを提供することに対する対価であり、提供するコンテンツデータの大きさや購入率などによっ

て手数料額は異なる。 

 

 

サービス提供者 

サービス提供者はとサービス助力者は、自分が保有している資源をプラットフォームに提供してリワー

ドをもらう主体であるという点は同じだが、どのような資源を提供するかによって分けられる。 

サービス提供者は、プラットフォームにハードウェアのコンピューティングパワーとリソースを提供して手数

料をもらい、提供するコンピューティングパワーの大きさによって手数料額が算定される。コンテンツ提

供者はサービス提供者にもなることができ、この場合、手数料は減免される。 

しかし、この役割を果たすためには、専門的な知識と技術が必要であり、さらに多くの時間を割か

なければならない。これより気軽に参加できるもう一つの主体が、サービス助力者である。 

 

サービス助力者 

 

提供者のネットワークにトークンをステーキングすることで、プラットフォーム内のサービス提供に参加す

る主体。誰でもネットワークに参加し、トークン獲得や預け入れをするだけで、ネットワークへの貢献

活動としてのリワードがもらえる。  



ユーザー&キュレーター 

トークンはコンテンツ利用や NFT購入などに使うことができる。同時にユーザーは、コンテンツに対し

たレビュー作成やコンテンツ共有などの個人の活動情報をプラットフォームに提供することで、キュレー

ションにも参加することになる。もちろん、キュレーションに参加したユーザーは、相応のリワードがもら

える。さらに、キュレーションを続けて高い信頼度を上げれば、より高いリワードが支給される。 

ユーザーのキュレーション活動で得た情報は、コンテンツ露出及びおすすめのアルゴリズムに活用され

、更なるプラットフォームの成長につながる。ユーザーのキュレーション参加とそれに伴うリワード支給は

、これまで不正の手段によりユーザの情報を取得したプラットフォームの問題を解消し、真の「透明

なリワード」という課題を達成することになる。 

 

3.3 KOK トークンの発行数 

 

KOK は流動性を供給するために一日一回、新しいトークンを発行する。ステーキングプ

ール全体のホールド量によって、サービス提供者とサービス助力者に新規トークンが配

分される。エコシステムの活性化のために、発行した一部のトークンは、NFT 発行者と

購入者の両方にリワードとして配分される。分配率は、全体のステーキングパイやトラ

ンザクションの需要、また市場流通量などにより自動的に計算され、トークン価値の安

定化を図るために常に全体の流通量が一定量にコントロールされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 KOK NFT 

NFT とは代替不可能なトークン（Non-Fungible 

Token）のことで、ブロックチェーン技術において所有権や取引履歴などに固有値を付

与し、保護するデジタル資産である。 

KOK の NFT は誰でも発行でき、連携したオン・オフラインで現物化できる様々なコンテン

ツである。 

⚫ ゲームアイテム、キャラクター:  

ゲームアイテムを NFT 化することで、ユーザーは獲得したゲームアイテムの所有権が認

められ、より自由にアイテム取引をすることができる。 

⚫ コンテンツの著作権:  

映画、音楽、画像など各種コンテンツの著作権を NFT 化することにより、著作権の取引

が活発化し、著作権所有に伴う利益配分も透明性を持って自動的に行われる。 

⚫ 二次創作物:  

コンテンツを消費する新しい方式。コンテンツの拡散のために必要不可欠な要素とされ

るミーム(Meme)のようなコンテンツを NFT 化することで、消費者はコンテンツの拡散に

貢献し、それに対するリワードを直接得ることができる。 

⚫ チケット及びグッズ:  

映画や公演などのチケットを NFT 化し、ブロックチェーン上に販売システムを構築する

ことで、リセラーを防ぐことができる。これは、人気チケットにプレミアム価格をつけて

いたリセラーの超過利益を、コンテンツ制作者に還元するようにする。また、キャラクタ

ー商品など、限定版グッズの所有権も NFT 化して販売することも可能。 

 

3.5 分散型ガバナンス 

プラットフォーム運営には、コンテンツ公開や投資、手数料、キュレーター・クリエイターへの補償など、

多くの意思決定が必要となる。また、不適切なコンテンツや著作権侵害のような不正行為に関するモニタ

リングと管理も必要だ。 

既存プラットフォームは、コンテンツの掲載可否をプラットフォーム側でのみ判断するため、プラットフォ

ームによって市場が歪む傾向がある。しかし、DAO で運営される KOK プラットフォームでは、トークンを

ステーキングするサービス助力者の投票によって管理や決定が行われる。このような過程はエコシステムの

誰でも参加することができ、サポーターズが下した決定は直ちに実施する。 

特に、投票結果の発表後、ユーザーが不適切だと判断したコンテンツの重要指標を分析・評価する。そし

てプラットフォームの乱用を防止するために、失敗した意思決定をしたユーザーの投票加重値を下げ、投

票の正確性を高める。 

 

 



3.6 コンテンツ・ラインアップ 

KOK は、グローバル韓流トレンドに合わせた多様なコンテンツを提供している。現在 30

0 本以上の映画や TV コンテンツ、ウェブ漫画、ゲームなどを楽しむことができ、コンテ

ンツの量と質をより高めようと努めている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 KOK トークンの発行 

 

• 総発行数：50 億個 

• 割り当て 

 

 

 

 

4. マイルストーン 

 

2022 年公開予定のメタバースゲーム『メタビレッジ（Meta Village）」を皮切りに、 

2023 年には脱中心化プラットフォームのリリースを目指している 

 

 

 

 

 

  

NFT OPEN MetaVilleage D-Platform  SDK 

2021. 4Q 2022. 1Q 2023. 1Q 2023. 2Q 



 5. 経営層 

 

アドバイザー 

 

  



 6. ビジネスパートナー

 

  



 

 

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 


